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☆ニュースレター5 号は、さまざまな事情から、本来 1 月に発行するはずであっものが 4 月になってし

まいました。原稿をお寄せいただいた鈴木、大橋両会員、そして司会のまとめをお寄せいただいた熊谷

会員および ROAEE の皆さまにお詫び申し上げます。（前畑憲子） 

 

古賀義弘先生の逝去にあたって 

既報のとおり、ROAEE の初代理事長予定者として立上げ準備以来この研究機構を引っ張ってこられた

古賀義弘先生が 2015 年 1 月 12 日に病気のため逝去されました。3 月 24 日には練馬ココネリホールで、

関係者のご尽力によって、先生の 72 年にわたる生涯を振り返り追悼する「古賀義弘先生を偲ぶ会」が開

催され、230 名もの人々が先生をお送りしました。また参会者たちの思いをつづった『古賀義弘先生を偲

ぶ』文集も発行されています。ROAEE は古賀先生の最後のお仕事となりましたが、残された私たちが先

生の思いを引き継いで ROAEE の活動を軌道に乗せていくことが、古賀先生に対する何よりの恩返しで

あると思います。ここに先生のご冥福をお祈り申し上げますとともに、深甚の謝意を申し上げます。 

 

ROAEE の特定非営利法人としての認可申請について 

ROAEE の NPO としての認可手続きはほぼ完了直前まで進んでいましたが、古賀先生の逝去にともな

い、東京都の指導により、理事長予定者を選出直し、改めて認可申請手続きを行うことになりました。

これを受けて 2 月 8 日に改めて設立総会を開催し大橋英五会員を理事長予定者に選出し、新体制が発足

しました。この総会の内容については本ニュース第 6 号でお知らせします。 

 

第 2 回エネルギーシフト研究会の内容 

2015 年新春にお届けしますニュースレター第 5 号は、昨年の 12 月 20 日（日）に行われました「エネ

ルギーシフト研究会」の第 2 回研究会の模様をお送りいたします。 

第一報告は、鈴木壯吉会員報告「原子力・原発問題と科学者」です。原子力に関する基礎的知識およ

び自然科学者の目から見た原子力の「平和利用」と科学者の関わり、そしてこれまでの原子力発電事業

と地域との摩擦、訴訟の歴史など、エネルギーシフトの問題を考える際に必要な基本的諸問題について

の報告をお願いいたしました。 

第二報告は、大橋英五会員の「経済成長の幻想と新しい社会システム」です。「エネルギーシフト研究

会」と並んで、もう一つのテーマとして、持続可能な経済社会をどのように形成していくべきか、具体

的な政策をも含めて考えていく研究会の必要について出されていたことを踏まえ、まず、大橋英五会員

に問題提起をしていただくことになりました。このテーマでも今後、今回の試みをその第一歩として、
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議論を深めていくような報告・討論を組織していく必要があると思われます。大橋会員による問題提起

の概要とそれを受けてなされた会場での意見交換についての熊谷会員（司会者）からのまとめをお届け

いたします。 

 

第一報告 「原子力・原発問題と科学者」 

                                2014 年 12 月 20 日 

                                     鈴木壯吉 

 

 はじめに 

 エネルギーシフト研究会の第２回研究会におきましては、上記のテーマに加え、科学技術的に見た原

子力利用の問題点からお話しようとして話題を盛り込みすぎ、各事項については舌足らず・説明不足で

分かりにくい話になってしまいました。ここでは、主としてサンフランシスコ発効・日本の原子力研究

解禁以降の科学者の原子力問題への関わりを、４つの問題をピックアップすることを通して、特にその

ポジティブな面を要約的に述べてみたいと思います。実際にはいわゆる御用学者と良心派の科学者のた

たかいの歴史でもあったのですが、多くの市民・国民にとって真実を明らかにする科学者の良心的な活

動には今後とも期待するところ大きいものがあると思われます。 

 

１．「平和利用３原則」の法制化過程と初期原子力行政 

① 「平和利用３原則」の法制化過程 1),2)（1952.4～1955.12） 

 サンフランシスコ条約発効（52.4)後、日本の政界では、日本の対米戦争敗北への軍事技術面を中心と

する反省から科学の重視、それを推進する軸となるべき官庁設置の流れが形成されて行った（科学技術

庁：56.6 設置）。その流れの中で、独自に日米同盟論を展開する中曽根康弘（当時改進党）やいくつかの

政党に属する政治家達は原子力に大いに関心を持ち、その利用を目指していた。 

 サ条約発効後、原子力を含む原子核研究も解禁されたので、核物理学者を起点に幅広く原子力平和利

用にどうかかわるかが議論された。初めの段階では、平和利用に徹し、軍事転用されないための条件が

議論され、何より公開の原則の必要性が認められたが、東西冷戦と核軍拡競争の中で、若手研究者や学

術会議の議論においても原子力の軍事転用・軍事研究への動員に対する危惧は強く、科学者から政府に

対する提言などには至らなかった。 

 1954 年に入ると、前年末のアイゼンハワーによる ”Atoms for Peace" 政策に手を加えた「２国間協定

による核物質提供」がアメリカから提示され、これに即応する中曽根等の原子力予算案（日本初）が議

員立法として国会に提出され、成立した（54.3.2）。このときビキニ水爆実験によるマグロ漁船被爆事件

（54.3.1）が起きており、その影響は直後から国民の暮らしをも直撃し、原水爆禁止運動が急速に盛り上

がるきっかけとなった。 

 このような情勢の下で、科学者は議論を急ぎ、「公開」の原則とともに、「民主主義」と 

「自主」の原則を合わせた原子力平和利用のための３原則をまとめ、第 18 回学術会議総会で採択した。

ここにはアメリカにおける反核科学者の差別・排除や２国間協定による余剰核物質の押しつけなどが背

景にある。さらに学術会議では、次期総会に向けて、３原則の内容を大前提とする原子力基本法の国に

対する提案が目指されたが、最終段階で採択に至らなかった。 
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 1955 年に入ると、アメリカから日米原子力協定案が提示され、日米の交渉過程では、科学者の慎重意

見は退けられ、６月に仮調印、１２月に国会承認された。国内の原子力行政や事業を司るべき原子力基

本法は、科学者の提案・要望である平和利用３原則を取り入れ、日米原子力協定承認と同時に成立した。

ここにはビキニ被爆被害に抗議する反核運動の高まりも反映していると見られる。しかし、本来３原則

の中心に公開の原則があるのに対して、基本法では「民主」、「自主」の後に「研究成果は公開する」と

とってつけたような位置に置かれた。その意味ではすでに矮小化されていたと言えるが、いずれにして

も、３原則は基本法に入り、法制化された。 

② 初期原子力行政 3),4)（1956.1～1974） 

 原子力基本法の成立により、原子力委員が選任され、56 年１月には第１回の原子力委員会が開催され

た。科学界を代表する委員として藤岡由夫が常勤委員、湯川秀樹が非常勤委員に選任されていた。委員

会内外では、原子力の核燃料サイクルや安全問題を含む基礎研究を重視・推進するグループと商用発電

を可及的速やかに実施しようとするグループに意見は分かれていた。科学者を代表する委員達は前者の

リーダーであり、当時主要官僚も国内で初めて取り組むことであり、これに従っていたと言われる 4)。し

かし、初代原子力委員長正力松太郎は、第１回会議で官僚が作文した原稿を無視して商用発電推進を声

明し、実際に突き進んだ。これは原子力行政の民主的運営を当初より無視するものであった。 

 商用発電は当時アメリカでは実現されておらず、まずイギリスの軍民両用型黒鉛減速炉（コールダー

ホール型）を導入することから始まった。しかし、コールダーホール型炉は日本の地震に対する耐震性

が考慮されていないなど多くの問題点やトラブルが続出し、費用増大化により、事実上失敗し、１機の

みの運用で終了した。その後を追うように登場したアメリカのメーカーによる加圧水型（原潜から大型

化したもの）やさらにシンプル化した沸騰水型の軽水炉がより低コストで運用できることで売り出され

ると、軽水炉導入へと電力会社や国内メーカーも相次いで原子力業界に参入した。戦後国内大企業集団

形成と時を同じくしてあるいはその一部として進められた。 

 導入技術はトラブル続きで 70 年代半ばまで原発の稼働率は上がらず、電力会社として発電採算が取れ

ているとは言えない状況であったが、国内技術者の育成と努力により何とかカバーできるところまで進

め、本質的安全問題解決には歩を進めないまま、採算の取れる発電体制をとることが目指された。住民

対策の金の流れも法的に位置づける（1974.6 電源３法)とともに安全性を大々的に宣伝する安全神話体制

がしかれることになる。 

 しかしながら、軽水炉運用だけでは核燃料の 99％を無駄にする可能性が高く、資源濫用的原子力利用

のそしりを免れない。そこで改めて基礎研究の重要テーマでもある核燃料サイクルが原子力行政の課題

となる。これは天然ウランに 0.7％しか含まれていないウラン 235 を燃やすだけでなく、99％含まれて

いるウラン 238 から生成するプルトニウム 239 も再処理して燃やす燃料サイクルによって実現される

はずのものであり、原子力委員会では、最初の原子力開発利用長期計画（1956）から基本的政策とされ

た。そのために、ナトリウムを減速材として用いる高速増殖炉を商用発電の中心に据える体制に移行す

ることも位置づけられた。それは科学・技術的困難さが十分考慮に入らないものだった。軽水炉の実用

化が先行したため、軽水炉と増殖炉を段階的につなげるサイクルが想定されたが、ウラン濃縮、使用済

み燃料の再処理、増殖炉等の各段階（モジュール）は研究開発段階として科学技術庁管轄の下で進めら

れることになり、軽水炉による商用発電が通産省管轄で進められるのと２元体制 3)がしかれたことになる。

しかし、その後の経過は誰が見ても核燃料サイクルは失敗しているのであるが、政権は上記のモジュー
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ルのいずれも捨てていない。しかし、現在高速増殖炉を核燃料サイクルの主要炉として使う計画はない。

同型炉は兵器級の高濃度プルトニウム製造が可能であることを実証してきたのであるから、同型炉もん

じゅの開発を続行することは、軍事転用の危険性が大きいことが危惧される 5)。 

 長くなり過ぎたが、この時期（テイクオフと拡大の時期とも言われる）の科学者の関わりは何だった

ろうか。西堀栄三郎による核燃料サイクルへの新規アイデアの提供と開発研究原発のような推進派から

の関与はあった 3)が、後に残るものとはならなかった。むしろ特徴としては、良心派科学者の原子力行政

からの退場を挙げるのが妥当であろう： 

       1957.3 湯川秀樹、原子力委員（非常勤）辞任 

       1958.  坂田昌一、原子力委員会安全審査委員辞任 

       1974.3 田島英三、原子力委員辞任 

強権的運営により排除され、やむなく退場となった過程であった。 

 

２．住民運動と科学者 

 前章で述べたように、科学者は国の原子力基本法に平和３原則を書き込ませる役割を果たしたが、そ

の後は原子力行政から排除され、退場させられた。推進派でなく良心的な科学者の役割は、学術会議や

学会の主流としてではなく、行政の外部で住民運動への協力に現れることになり、推進派の科学者と住

民運動への情報提供や裁判闘争の場で対立・対決することになる。 

① 裁判闘争と科学者――伊方原発訴訟の場合 4) 

 四国電力伊方原発は 60 年代半ばから用地買収が始まり、71 年には一部漁協との漁業補償も調印され、

72 年 11 月には国の設置許可が与えられた。反対運動に立ち上がっていた住民達は 73 年 8 月には原発許

可取り消しと工事中止を求めて行政訴訟を起こし、20 年近い裁判闘争がたたかわれた。そこでは他の原

発裁判でも争われた多くの争点――重大事故、活断層問題、廃棄物処分、被爆労働、情報統制や核拡散

の問題等々が先がけて論争点になり、多くの証人によって議論された。中でも一審松山地裁で住民側証

人に立った藤本陽一（早大理工研、宇宙線物理）は最大仮想事故概念を提起し、原発が冷却水を喪失し

て核燃料を冷却できなくなる事故が発生した場合、緊急炉心冷却装置（ＥＣＣＳ）も動作しないことは

あり得ることであり、燃料棒のメルトダウン、放射性物質の大量放出による広範囲にわたる放射能被害

は必至であり、その甚大さはとても許容できるものではないことを指摘した。 

 これに対して政府・事業者側証人に立った内田秀雄（東大工、機械工学、原子炉安全審査会会長）は、

冷却水喪失が起こった場合でも必ずＥＣＣＳは動作するので、決して上記のような重大事故には至らな

い、起こると考えることは、むしろ安全性を向上させる工学的努力に水をさすもので、想定すること自

体不適切なものであると反論した。しかし、住民原告団は、原子炉立地審査指針に「仮想（想定を超え

る）事故が起こった場合に適切な措置を講じ得る環境にある地帯」とある立地条件を安全審査で考慮し

たか疑問であると国に審査記録の提出を要求し、裁判長もこれに応じるなど国側の立論は追いつめられ

る状況にあった。これに対して最高裁による地裁裁判官の異動人事が行われ、新裁判長によりそれまで

の証人尋問や書類審査内容の精査もないまま結審した。結果は高度な専門知識や高度な政策的判断に関

連する国の裁量権を認めるとして住民側敗訴となり、その後スリーマイル島やチェルノブイリの重大事

故が発生したにもかかわらず、最高裁までその判決内容は維持された。以後３．１１まで原発のさし止

め請求訴訟はことごとく退けられた。 
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 以上のように、科学者は原発の安全論争・科学論争で重要な論陣を張り、推進側を追いつめたが、裁

判そのものは司法の体制の壁にぶつかり、少なくとも３．１１の福島原発災害発生までそれを超えるこ

とはできなかった。 

② 巻原発住民投票 6) 

 新潟県の東北電力巻原発計画は伊方原発とも同じく 60 年代半ばから用地買収が始まっていたが、漁業

権交渉が長引き 81 年までかかっただけでなく、なお私有地地権者の抵抗と町有地に対する議会・住民反

対派の声も強く、90 年代半ばまで膠着していた。94 年の町長選を迎え、３期目となる現職町長が原発凍

結から推進へ転向表明したときから情勢は激動した。反対派と慎重派が合計すれば多数だったものの、

推進の現職が３選を果たした。これに対して反対派は、住民投票による決着を目指して「住民投票を実

行する会」を結成し、 

95.1 自主管理住民投票実施（住民の 45％投票、95％原発反対） 

95.4 町議選で住民投票条例制定派過半数 

95.6 同条例町議会で可決（90 日以内実施） 

というように運動を進めた。しかし、推進派の巻き返しにより、次期（9 月）町議会で住民投票は条例は

「町長が議会の同意を得て実施」と改変され、更に両派の厳しいたたかいが続いた。町長はリコール運

動の結果辞職し、出直し町長選では住民投票を実行する会の会長が当選し、住民投票は実施された（96.8）。

88％の住民が投票し、61％が反対という結果で反対派住民は勝利した。東北電力が巻原発撤退を表明し

たのは、7 年半後の 2004 年 2 月であった。 

 反対派住民運動が勝利できた要因としては、原発さし止め訴訟の場合と異なり、国がすでに認可した

という状況になることを許さない地元住民のたたかいの広がりと粘り強さが 

他とは異なる力関係を築いていたことが大きいと思われる。科学者の関与や役割というのは、情勢が動

き出した 94 年 4 月以降のことで地味であったように見えるが、例えば新潟大五十嵐キャンパスの研究者

が、教職員・学生とともに住民運動に参加した規模は類例を見ないものだった。同キャンパスは原発立

地の隣接地区に位置しており、大学人にとって自ら関わる住民運動だった 4)。「住民投票ネットワーク」

を作り、全大学人の３分の１を超える署名、インターネットのＨＰ開設による宣伝や連続講演活動、黄

色いリボンのシンボルマーク運動など多彩に取り組まれた。 

 特筆しておきたいのは、住民投票日程が決まった段階で両派の宣伝活動も新聞折り込みは毎日入るな

ど増大したが、泥仕合はなく、巻町住民の学習・討論への態度は冷静でかつ深く行われたと見られるこ

とである 5)。巻原発住民投票は市町村合併問題を別とすると日本初の住民投票として実施された。投票結

果まで含めて、「投票で勝つことより実施まで到達することが難しい」と言われるゆえんである。 

 

３．科学者からの脱原発提言 

 筆者自身、自称物理系科学者なのであるが、３．１１の福島第１原発事故の第一報に接したとき、瞬

時に「安全神話の崩壊、脱原発、新たな安全神話とのたたかい」ということを思い、その後国民の多数

が脱原発の世論を形成するようになっていることに確信が持てると感じている。ならばなぜ３．１１以

前に脱原発を明確に主張しなかったのかと反省している。原子力３原則を主張し、現行原発の危険性と

基礎研究特に安全問題と廃棄物処分問題の重要性を指摘していた多くの科学者でも３．１１以前に脱原

発を明確にした人は少ないように思われる。脱原発を現在科学者として主張する理由を挙げてみれば、



6 

 

それらは３．１１以前からわかっていたことばかりなのである。三原則遵守から、少なくともスリーマ

イル島やチェルノブイリの事故を経験した後では脱原発に明確に転換すべきだったと考える。それがで

きなかった原因を筆者なりに探ってみると、次節で述べるような放射線被曝被害に対する理解の弱さと

軽視があったように思われる。しかし、チェルノブイリ以後の情勢において、日本のエネルギー問題解

決へのアプローチに位置づけて明確に脱原発の政策提言を行っていた科学者も存在するので、ここで紹

介したい。 

 1996 年の著書「エネルギー３つの鍵――経済・技術・環境と 2030 年への展望」7)において荒川きよし

（さんずいに弘の字）（北大、水の物性）は日本と世界のエネルギー問題を分析した結果として４つの問

題分野（化石燃料利用、原子力、省エネルギー技術、自然エネルギーを含む新技術）を挙げそれぞれに

ついて提言を行った。その中で原発技術については、そのパワーに対して旧式システムであるため制御

問題、安全問題が解決できず、放射能問題、それがための最終処分問題が解決できないものであって、

社会的技術たり得ない、したがって原発は世界的に直ちに廃止の方向を定めるべきであるとしている。

それらの政策提言が無展望のものでないための必要条件として、「新エネルギー技術の展望については科

学レベルと技術レベルを峻別する」ことの重要性も指摘している。さまざまな新技術だけでなく、原子

力技術もまた科学・技術の新しい発展段階において新しいシステムの下で（放射能や安全問題を解決し

たうえで）平和利用される可能性は否定されないとも言えよう。 

４．福島原発災害による放射線被曝 

 放射線被曝の歴史 8)は核分裂反応を利用する核兵器や原発の歴史よりも古く、19 世紀末の放射能発見

にさかのぼる。第２次大戦後、核兵器産業、原発産業と放射線医学等の業界がＩＣＲＰやＩＡＥＡとい

う国際機関を通して被爆被害を薄める評価と被曝防護策を大々的に提供してきたので、放射線被曝の歴

史は科学者＝遺伝学者や疫学研究者による正確なデータ取得と被害の実態解明のたたかいの歴史だった

とも言えよう。ここでは福島原発災害による被曝問題の一端に触れてみたい。 

(1) 原発から放出された放射性物質量 9) 

 大気中に放出されたセシウム 137 およびセシウム 134 の総量はチェルノブイリの 1/2 から数分の１程

度（外国では福島の方が多いという評価もある）、ヨウ素 131 は後者の数分の１から 1/10 程度と見られ

ている（確定はしていない）。ストロンチウム 90 はβ線しか出さないため、未だ詳しく計測されていな

いが、場所によって測定されたところではチェルノブイリの 1/50 程度という推定もある。しかし、原発

敷地内の滞留汚染水中にはその分大量のストロンチウム 90 やトリチウムなどβ線のみを出す核種があ

ると考えられる。これらが地下水や海水に流出することになれば、魚介類・食品の汚染により人体の内

部被曝へのリスクが高まることになる。これら滞留汚染水中の放射性物質を合わせた総量は福島の方が

チェルノブイリの放出量をはるかに凌いでいる 9)ことは明記しておくべきであろう。 

(2) ヨウ素 131 による初期被曝 

 ヨウ素 131 の放出量はチェルノブイリより少ないと言われるものの、殆ど実測されておらず、相対的

に少なくても健康被害リスクは消えるものではなく、国や県の「健康被害が生じるとは考えにくい」と

いう評価は大きな問題があり、まして 100ｍSv 未満なら健康被害はないというのは非科学的と言わざる

を得ない 10)。小児甲状腺がんの福島県内の健診結果では、約 30 万人中すでに 61 人のがんが確定してお

り、直接比較できるデータではないとは言え、これまでの数値よりはるかに大きい比率である。チェル

ノブイリで事故後 4 年目から罹患数が急激に増大している例から見ても全く予断を許さないというべき
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であろう。 

(3) 追加がん死リスク 8) 

 ＩＣＲＰが出している追加被曝によるがん死リスクは、上方修正された値でなお過小評価の批判が多

いものであるが、絶対リスクで 0.5 人/10Ｓv・人が採用されている。2011 年に福島県民 200 万人が受け

た被曝線量として平均６ｍSvという値が示されている（試算であり確定値ではない）。これをリスク値に

当てはめると 

       0.5人/10Ｓv・人×６ｍSv×200万人＝600人 

追加被曝により生涯でがんで死亡する人が 600 人増えるという見積もりになるのである。ＩＣＲＰが使

用したデータより信頼できると考えられる 15か国原発労働者の疫学データによればリスク値は 2倍大き

く、またゴフマンが 1990年に評価したリスク値を用いるなら、追加がん死の推定値は 4400人 8)という値

が出てくるのである。 

(4) セシウム被曝の問題 

 チェルノブイリ事故による被曝被害の調査から、100ｍSv未満の低線量被曝でも、発がん以外に心臓な

ど各種内臓疾患や神経感染症等の各種疾患が大きく増加した実態が明らかになっている。国連科学委員

会の「福島では放射線被曝による健康被害が起こるとは考えられない」などという被害評価は無責任な

過小評価というべきではないだろうか。 

 放出され空中を飛んでいるセシウムは水に溶ける形ではなく、エアロゾルのような形で、1 億から 10

億個程度の多数の原子が塊になっているものが多いという実測報告がある。このような塊の粒子はホッ

トパーティクルとも呼ばれ、内部被曝において局所的に強い効果を示す 11)ことが考えられている。 

(5) 原発労働者 

 ３．１１の事項発生後間もなく、当時の政権は緊急避難措置として原発作業員の年間被曝線量限度を

50ｍSv から 250ｍSv に引き上げた。これはＩＣＲＰの勧告をよりどころにしていたが、国内法的には超

法規措置であった。その後 50ｍSvに戻されたものの、現在非常時上限 250ｍSvを法律に明記することが

検討されている。その理由として 250ｍSv 未満では被爆による障害は生じないという見解が挙げられて

いるが、それは正しくなく、晩発性障害は 50mSv以下でも発生することは証明されているのである。 

  

 現在でも国際標準のように扱われているＩＣＲＰによる被曝評価や防護指針は、原子力・放射線業界

をコスト面から成り立たせる前提（コスト-ベネフィット論）で作られており、実際には被害の過小評価

ないし隠ぺいという役割を果たしている。この点を誰の目にも明らかにするためには更に詳しく信頼で

きる疫学データを地道に蓄積するとともに、外部被曝、内部被曝、医療被曝等の影響を統一的・総合的

に評価できるモデルないし計算システムを確立することが、科学者のさらなる研究に期待されているの

ではないだろうか。 
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第二報告 「経済成長の幻想と新しい社会システム」（概要） 

                                2014 年 12 月 20 日 

                                     大橋英五 

 

これからの経済・社会を考えるためには、経済の高度成長とそのもとでの社会の在り方の分析が大切

となる。 

日本の経済成長の基本的な要因は、海外からの石油を中心とするエネルギーに依存しながら、重化学

工業を中心に生産設備の大規模化・集約化・集密化あるいは高速化によって実現されたことである。ま

た、臨海工業地帯や高速道路などのインフラ整備が急速にすすめられたことによる。 

このために大量の財政資金、また銀行からの融資によって大量の資金が供給された。これによって輸

出に依存した経済の高度成長が実現された。 

しかし、こうした大型化・大規模化また集中化による生産性の確保は、技術的な限界に直面しており、

より大型化・集中化することは困難となっている。 

また、経済の高度成長は、環境の破壊、地域経済の衰退、過疎化、下請け構造の海外展開、産業の空

洞化、大都市での人口集中、失業の拡大、さらに家族の崩壊といった国民の生活に大きな変化をもたら

した。 

一方で、企業の収益構造は、企業の新たな拡大が困難な状況にあって、大企業を中心に内部留保が進

んでいる。また、製造業の地位が低下し、銀行・保険などの金融産業が拡大し、経済全体のなかでの比

重が増大している。経済の金融化・投機化が進んでいる。 
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こうした課題にこたえるためには、企業分析、産業分析の視角を、従来のように個別企業での分析、

あるいは個々の産業ごとの分析から、より総合的に、経済・社会の問題を、例えば環境・地域・雇用・

格差などの課題を視野に入れた分析を進める必要がある。 

                                    以上。 

 

「第二報告 大橋英五会員の報告をめぐって」 

                                      熊谷重勝 

第二報告は、大橋英五会員から「経済成長の幻想と新しい社会システム－企業活動と経済成長を考え

る」のテーマで研究報告されました。 

日本の社会経済を振り返ってみると３０年、さらには４０年のあいだに、大企業の活動が私たちの生

活をさまざまな面から改善してきた一方で、そうした大企業中心の社会は近年行き詰まりを見せて経済

成長そのものが幻想といわざるをえなくなった。なかでも産業構造、資金循環構造が大きく変化して、

そんな大企業のグローバル活動は最近、環境破壊、雇用不安、過疎化など多くの社会問題を産み出す要

因となっている。 

 このような日本の企業・社会の変化は、私たちがこれから進めていく産業分析・企業分析のあり方に

たいしても少なからず重要な課題を示すものとなるであろう。私たちが今後、産業分析・企業分析を進

めるためには単なる産業・企業の批判にとどまらずなんらかの政策を提言すべきという分析の視点が提

示されました。 

この大橋会員の分析報告に対して参加者からは、それぞれの研究領域をふまえつつさまざまな意見、

疑問が全員から出されました。 

まず現代の企業・社会の構造変化は、大橋報告にあるように、非正規労働者や地方経済の疲弊などに

みられる経済格差を拡大する一方、国内市場に沈滞化をもたしたこと、その国内市場の沈滞化のもとで

とくに大企業の投資活動は拠点を国内から海外に移動していること、海外子会社の稼いだ利潤は海外に

留まりＭ＆Ａなどに再投資されていること、また自動車産業や電機産業、石油化学工業などにおける大

企業の投資活動は自然環境を破壊していること、そもそも大企業における金融資産の肥大化は資本主義

の発達から明らかなとおり必然的な姿であること、大企業の利潤活動は自分の首を自分で絞めるジレン

マに陥っていることの分析が大切であるといった発言がありました。 

大橋会員からは、これらの意見をふまえて今後みんなで作業を具体的に行っていくことの重要性が確

認されました。                                 （文責：熊谷） 

 


