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ア 疑問点
第１ なぜ事故は未然に防止できなかったの
か（「絶対安全」を標榜していたのではないのか）？
第２ なぜ誰もいまだに責任を問われないの
か（国会の事故調査委員会から、「この事故が『人災』
であることは明らかである。」「人々の命と安全を守
るという責任感の欠如があった」と厳しく断定されて
いるのではないのか）？
第３ なぜ粛々と再稼働に向かって進んでい
るのか（原発推進の「錦の御旗」だった三つの神話（「安
全」神話、「安い」神話、「不可欠」神話）は全て崩
壊したのではないのか）？
イ 以上の疑問を、「原発の安全戦略」及び刑
法理論の観点から説き明かす。
（２）危険社会における「リスク管理」と「法」のあ
り方を解き明かす
ア 「リスク管理」とは？
イ 「法」の役割は？
（３）民主主義と司法・・立法、行政と司法との関係
を解き明かす
ア 行政追従の小司法化・・そのための法理論は
なにか？
イ 小司法化の原因
①政治側・・政治による行政、司法のコントロ
ール・・安倍政権！
②国民側・・原発を増殖したのは、国民の「自
覚なき容認」「お任せ民主主義」
４ 今後の展望は
（１）本書の普及をどのように進めるか
ア 普及の主なポイント（重点）をどこに置く
か？
イ 関係団体といかに連携を深めるか？
ウ 独自の組織をどのよう育成するか？
（２）新たな課題への挑戦・・ 国の安全法体系はどう
あるべきか？
５ 本書と情勢判断学との関係
（１）戦略・・抽象的で当たり前のスローガンは、戦
略に値しない。
（２）戦略と正義論と「法」・・法を戦略的な観点か
ら理解する。

４月例会ご案内
日時

： ４月９日 木曜日
18;30 ～ 20;30
テーマ ：著書『福島原発、裁かれないでいいのか』
（朝日新書）出版の報告
場所
： 港区立商工会館
参加費 ： 1000 円
担当
： 古川元晴（弁護士、元検事）
（はじめに）
私は、本年２月１３日、標記の題名の本を、朝日新
聞出版から出版することができました。
福島原発事故が発生してから既に４年が経過しま
したが、その間、法律家の視点から、この事故の問題点
をひたすら考え続けてきました。たった一人で挙げた産
声（問題提起）でしたが、今、このような立派な本を出
すまでに育ち、感慨無量です。お陰様で大変に好評のよ
うで、安堵しています。
ここに至るまでには多くの方々のご理解、ご支援が
ありましたが、特に情判会の例会で幾度も報告する機会
を得たことが、大きな原動力となっています。そこで、
この機会に、この本が出版されるに至った経緯、この本
の核心的な論点、今後の展望などについてご報告するこ
ととします。
１ この問題に取り組んだ発端はなにか
（１）自分の問題として・・自分も安全神話に安住して
いたし、最悪の場合には首都圏も放射能に汚染され、避
難民となっていたかもしれない。
（２）法律家の責務として・・原発の賛成・反対の立場
を離れて、「原発の安全」について普遍的な論理を構築
するのが法律家の使命
２ どのような経緯があったか
（１）たった一人からの出発・・周囲に厚い壁
（２）決心覚悟・・どこから生まれるのか？
（３）具体的な経緯・・偶然の積み重ねとその必然性
３ 本書の核心的な論点は何か
（１）国民共通の素朴な疑問を解き明かす！
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２月例会報告

（３）我が国医療制度の問題
①自然治癒力を認めていない
●西洋医療一辺倒で、これまでの東洋医療を認め
ていない。
●医は仁術として、医師を中心とした利権構造を
形成し、結果として、検査漬け、薬漬けで成り立つ
ような仕組みを作っている。
●“いのち”の精神性を認めず、個人の意識によ
る活性化効果は、いわゆるプラシーボ効果として排
斥している。
②食品よりも薬を上位においている
●“いのち”は本来、空気･水･食品等によって育
まれているが、我が国では薬を上位として、薬でな
いものが食品であるとの位置づけである。
③先進国の動向
●もともと、ヨーロッパでは英国におけるホメ
オパシー療法や独国における波動療法等東洋的療
法が活用されている。
●近年米国においても、成人病対策への西洋医
療の限界に気づき、統合医療が国策として推進され
ている。
（４）波動ビジネスに参画
①情勢判断学会の畏友であった増田寿男氏と再会
し、波動ビジネスについて知り、小生としては現状
の我が国の医療制度よりも波動ビジネスの方が本
物だと考え、波動ビジネスに参入することとした。
②波動脳力の活性化を提唱し、生活環境の見直しと
波動機器の活用を提案し、小生自身も波動を活用し
た生活改善に取り組み、目が急速に良くなり、運転
免許証の眼鏡使用をはずす。
（５）遺伝的体質の改善（体癖の修正）
①その後、腰痛が発生したが、これは神経系統を刺
激し活性化したために、小生の遺伝的体質の問題点
が表面化してきたものと受け止め、生活習慣特に食
事に高波動食品(特にドイツ製プレミアムサプリメ
ント FitLine）を活用し改善した。
②これは骨格とそれを支える筋肉の働きの変化で
あり、腰から喉に向かって変化してきた。一時喉が
腫れ上がり、水も飲みにくいほどであった。私はこ
れらの痛みや体の変化はそれらの箇所が悪いので
はなく、むしろ、それらの箇所が正常な働きを取り
戻すべく懸命に働いている表れだと受け止めてい
る。筋肉の働きの再構成をしてきたといえる。
③その後、関節痛が発生してくる。これも徐々に変
化していくが、観察していると、いわゆる東洋医学
で言う、気･血･水のバランスを関節を通して整えて
いるといえる。先に筋肉の働きの再構成をしたが、
それらの筋肉の働きを支える血液やリンパ液の流
れを整えようとして痛みが発生したといえる。
④更に丹田への力の入る具合により関節痛の痛み
も変化が起こってくる。これは気が血・水のコント

日時

： ２月１２日 木曜日
18;30 ～ 20;30
テーマ ：
「私の自然治癒力への挑戦と
脳力開発における心の問題」
場所
： 港区立商工会館
担当
： 古川 彰久
１ .私の 自然 治癒力 への挑 戦
（１）挑戦へのきっかけ
①大学生の時に野口整体との出会いがあり、これまで
の病気や健康についての考え方が間違っていたこと
に気付かされた。特に、整体協会野口晴哉師からのご
指導を受け、いのちに対する考え方が根本的に変革さ
れ、自らの自然治癒力を活性化することに意を注ぐこ
とになった。
②大学卒業後、会社に入って３年目の夏に、私の大学
柔道部における親友が白血病に罹っていることが判
明し、東大病院の医師から現在の医療では３か月の寿
命だといわれ、関係者の話し合いの結果、野口先生の
施術を受けることとなった。
③施術後、42 度ほどの高熱が出るが、本人はよく耐
え、経過後医師も驚くほどの変化があった。何回か経
過し、野口先生からはもうあと 1 回でとのお話もあっ
たが、本人は体力の低下を気にしてブドウ糖注射をう
ってしまい、これ以上施術を受けることができず、西
洋医療の治療に戻らざるを得なくなり、結局帰らぬ人
になってしまった。
④小生としては、彼がそのまま継続できていれば必ず
快癒したと今でも信じているので、それをせめて自分
の身体で実践していこうと決心をしました。
（２）自らの自然治癒力への挑戦
①当時、小生の視力は乱視と近視で視力 0.1 以下だっ
たが、彼を預かった時に眼鏡をはずして私自身も自分
の自然治癒力に欠けることにしました。
②彼が亡くなっても日常の生活でメガネをかけずに
体質の改善を心がけ、翌年アメリカに留学した時にも
眼鏡をかけずに頑張り、眼球が黒ずみ失明すると脅か
されましたが、自分の治癒力を信じ乗り越えました。
③薬や医者に依存せずに、自分の遺伝的体質を変える
べく食生活の改善と工夫や生活環境を見直し、活元運
動や、愉気法を活用し、会社業務の傍ら改善に努めて
まいりました。
④会社在職中に中小企業診断士の資格を取得し、コン
サルタントを志しておりましたので、会社退職後、小
生自身健康に関心がありましたので、医業経営コンサ
ルタントの資格を取得し、病院の経営コンサルタント
を行いました。その結果、我が国医療制度の実態を知
りました。
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ロールをしているといえる。
⑤以上のように小生の身体の変化を観察してきたが、
東洋医療における“気”
“血”
“水”の働きを身を持っ
て実感した。また自らの自然治癒力を活性化するのに
意識、精神性の重要性を再認識いたしました。
（６）
“いのち”と自然治癒力の考察
①波動についての考察
国際生命情報科学会(ＩＳＬＩＳ)は、これまでの
近代科学は物質中心(客観性・再現性・普遍性)で精
神・意識が排除されているとして、気のような微弱
なエネルギーの研究に取り組んでいる。
また、O リングは大村博士がアメリカで特許を取り
ましたが、原理は波動測定機と同じで人体センサーに
よって計測されています。
波動の原理としては、量子論の波動性から天野先生
は生気体理論を唱え、精神力・生命力の存在を主張さ
れています。また、ノーベル賞を取られた
江崎先生は二元性から科学精神の二面性やロゴスと
パトスについて語っておられます。
②“いのち”の観察と科学
電子や素粒子は極微の粒子（粒子性）であると同時
に波のエネルギー（波動性）を持っている。今まで未
解明の人間の意識や精神に関わるエネルギーを表現
するのに、この波のエネルギーと関連があるのではな
いかと、波動という言葉が使われてきた。
量子論における素粒子の波動性に関わるこのよう
な生命エネルギー現象を“いのち”が関与する広い意
味での情報活動と位置付ける。
③観察と２元性について
粒子性：客観性あり
波動性：観測者によって異なる
異なる要因（仮説）
●情報としての特性
情報が存在するかどうかよりも共振･共鳴現象に
よる。
●観測者の観測エネルギーが対象物の波動性
（エネルギー ）に影響を与える。
④“いのち”の３面と生命活動の観察
生かされている“いのち”
環境との調和、変化への対応
生きている“いのち”
自立、可能性への挑戦
見つめている“いのち”
ロゴスとパトスの２面性、自己責任、愛と感謝
⑤感受性と自然治癒力
肉体は「いのち」のハードウェアー（入れ物）で
あり、意識は「いのち」のソフトウェアー（情報活
動）である。
感受性は外に対する情報機能であり、自然治癒力
は内における情報機能といえる。これらを波動脳力
と名付ける。

注）この場合の意識には、広大な潜在意識の
領域を含み、情報の中には、気のような微弱な
エネルギー（Subtle Energy）を含む。
⑥検証（指示表出性）に関して
“いのち”が関わる領域においてこれまでの客
観性あるいは平均値で判断することは、
“いのち”
が有する意識の価値を無視することである。
意識を尊重するならば、客観性や平均値よりも
因果関係を明確にしたストーリー（物語）性が大
切だと考える。
⑦プラシーボ（偽薬）効果について
プラシーボとは偽薬のことで、薬の薬効を判定
するのにプラシーボ効果では薬効が有ることに
ならないと判定される。
確かに、緊急を要する場合等いわゆる急性期病
には薬効が重要であることは明らかである。しか
し、日常生活において、強い薬の副作用や薬への
依存症を考えた場合、プラシーボ効果によって同
じ効果が出るならば、むしろその方が良いはずで
ある。
プラシーボ効果とは何かといえば、その人の意
識の持ち方、価値観や感情によって、自然治癒力
の発揚が左右され、病気や症状が変わるというこ
とである。もともとそのような機能が私たちに備
わっているのだから、プラシーボ効果が出るよう
に、積極的に意識や感情を高めれば、少しでも副
作用のある薬への依存を排除できることとなる
はずである。
⑧“いのち”のあり方と自然治癒力
●チャールズ・ダーウィン：｢種の起源｣
最も強いものが生き残るのではなく、
最も賢いものが生き延びるわけでもなく、
唯一生き残るのは変化できるものである。
●“いのち”の根幹にある自然治癒力
60 兆個あると言われている細胞がそれぞれ勤
めを果たしており、そこには相互の連携がある。
その細胞も動的平衡状態にある。(福岡伸一)
２ .脳力 開発 におけ る心の 問題
① 戦略 と戦術 の違 い
戦略における決心覚悟とは文字通り心を
決 める ことで す。
② 脳力 開発の 指針 の活用 とは
何遍でも繰り返し活用して、身に着ける
こ とが 大切と のこ と。即ち 、潜 在意 識にま
で落とし込んで、意識しなくても体が働
いてしまうようになるまで活用すること
で す。
討 議 は 、我 が 国の 現 状の 仕 組み 、 医療 、司
法 、 教 育等 の あり 方 等に 及 び、 根 本的 な見
直 しが 必要と のこ とであ った。
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例会予定

14時20分より、古川彰久が講演をいたします。
演題：「自然治癒量への挑戦」～いのちの可能性
と統合医療について
 参加費：サトル会員3,000円、一般4,000円

2015 年
５月１４日 木曜日 18;30 ～ 21;00
テーマ ：未定
担当
：未定

窓口・申込：㈲イキイキライフ 古川彰久
ＴＥＬ：０３―３４３２―０５８４
ＦＡＸ：０３―３４３２―０５８２

６月１１日 木曜日 18;30 ～ 21;00
テーマ ：未定
担当
：未定

区立商工会館へのご案内地図

これまでは原則として第二水曜日としてきましたが、
会場確保の都合もあり、今後は第２木曜日とします。
開催場所：港区立商工会館
（都立産業貿易センター浜松町館 ６階）

分科会活動 ご案内
古川彰久が事務局長に就任しているサトルエネルギ
ー学会の行事をご紹介します。

サトルサロン
講演テーマ：
＜家族で治そう脳機能障害＞
講師：藪塚 陽一（やぶづか よういち）
日時：2015 年４月２日（木）18:30～20:30
場 所 港区立商工会館
会費 サトル会員：1000円 一般：3000円
LD や統合失調症や自閉症等が増加しています。原
因は脳機能障害と見做されていますが、真には、物質
現象は最終結果であって原因には成り得ない。真の原
因は形而上に在るのだが、
「眼に見えず測定不可能な
モノは無いと見做して良い」とするデカルトの誤謬を
踏襲する現代医療は、量子物理学が「全てのモノは波
動現象で相互作用している」と示唆して百年に成る今
でも、
「人間機械論」に固執して堂々巡りを止めず、
結果を出して居ません。
90 年代より、ｆＭＲＩを活用した研究が盛んに成
り、脳に局在する機能の異常と様々な病態が相関する
事が解って来た。だが、測定は進んでも方法論に乏し
い。最先端研究者の著書でさえ、
「右前島皮質を落ち
着かせられれば・・・」で完了。当提言はその方法論
を提供するものです。ヒトは本来、誰でも、サトルエ
ネルギーを捉え得るし、同時に改善し得る。病気を治
す事は、それを創った当人が、家族の協力の下に行う
しか在りません。

東京都港区海岸 1-7-8 都立産業貿易センター
浜松町館 6 階 TEL03-3433-0862
ゆりかもめ竹芝駅より徒歩３分
ＪＲ浜松町駅北口より竹芝桟橋方向へ徒歩 7 分
都営地下鉄浅草線・大江戸線大門駅より
浜松町駅方向へ徒歩 10 分

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
※ 会誌発送は、E-mail です。
※ 年会費はありません。
※ 「じょうはん」発送のお申込は、
E-mail： info@iki2life.com
まで、Mail でご連絡下さい。
※ 興味のありそうな方にも積極的に転送してあ
げて下さい。
※ ホームページもご確認下さい。
http://www.jouhan.com
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
編集後記
今回は、この会でも何回かにわたってお話を頂
いた古川元晴様の説が朝日新聞でも取り上げら
れ、この程朝日出版から本が出版されました。
この機会に福島原発問題に対するこれまでの論
議の内容を整理していただきます。
皆様の積極的な参画を期待申し上げます。
(古川)

サトルエネルギー学会春大会
 日時：2015年４月１１日（土）
 会場：港区立商工会館 研修室
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