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原発・憲法・核兵器の「トライアングル」
柳町 秀一（原発問題住民運動全国

連絡センター事務局長）

福島原発事故から 2年が経過し、この間、さ
まざまな「原発議論」が行われている。
注目すべき議論の一つは事故原因をめぐる議

論である。国会、政府、民間、東電の事故調査
委員会による事故調報告書がある。事故原因が
想定外の津波にあるとして自らの責任を免罪す
る東電の報告書は論外として、他の三つの事故
調報告書の提言、指摘の多くは国民と共有でき
るもので、政府、国会、電力会社などはその具
体化に責任を負うべきである。
しかし、いずれの事故調報告書も「画竜点睛

を欠く」ことも事実である。
原発では、核分裂（他発的核反応）と数十の

核種に及ぶ核分裂生成物の核壊変（自発的核反
応）という 2種類の核反応が起きている。核分
裂の暴走による反応度事故タイプが旧ソ連チェ
ルノブイリ原発事故（1986年）であり、核壊変
による崩壊熱の冷却不能に至る冷却材喪失事故
タイプが米スリーマイル島（TMI）原発事故
（1979年）である。福島原発事故は、後者タイ
プの苛酷事故（シビアアクシデント）である。
ところが、いずれの事故調報告書も、この崩

壊熱除去系の機能喪失について、事故原因とし
ての直裁な検証はない。この系は、電源に加え
て、海水取水口→海水ポンプ→海水導管→原子
炉建屋内熱交換器に至る全体の検証が不可欠で

ある。
また、福島原発事故を招来した「日本では苛
酷事故は起こりえない」とする「安全神話」の
基礎となった原子力安全委員会の「1992年決定
文書」も検証されていない。
いずれの事故調報告書も、事故の実物を見て
のものではないにしても、これら基本的な問題
点について検証しないのでは、福島原発事故の
再発防止の保障にはならない。

「３・11」以後、「原発」と「原爆」の関連の
タブーが取り払われ、議論がすすんでいる。
原発システムは、ウラン濃縮技術、再処理技
術、軽水炉技術など軍事技術のエネルギー利用
である。アイゼンハワー米大統領の「平和のた
めの原子力（Atoms for Peace）」国連演説（1953年）
以来、原発は原子力の平和利用として世界的に
すすめられてきた。その実態は、軍事技術の「表
の顔」が核兵器であり、「裏の顔」が原発であっ
た。原発は原子力の平和利用とは無縁のもので、
世界各国の核戦略の補完的役割を果たしてきた。
日本は、天然ウラン（核分裂性ウラン235は 0.7％
しか含まれず、99.3％は非核分裂性ウラン238）
を世界各国から購入しているが、原発燃料用の
核分裂性ウラン235の3～4％への濃縮役務はア
メリカに依存している。ウラン濃縮工場の経常
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運転の確保は米核戦略の構成部分で、日本の原
発はこれを補完してきた。日本の原発推進の国
際的起動力である。（国内的起動力は「総括原
価」方式）
一方、日本の原子力政策には「核オプショ

ン」政策がある。正力松太郎・初代原子力委員
会委員長の「プルトニウムへの執着」に始まっ
て、岸信介首相の「自衛核武装合憲」発言
（1957年）、佐藤栄作首相の「潜在的核武装能力
保持」政策（1969年。佐藤首相の指示で作成し
た外務省の内部文書『わが国の外交政策大綱』）
…と、「核オプション」政策は「低音基調」に
すすめられてきた。
これが昨年の原子力規制委員会設置法に「我

が国の安全保障に資する」の文言が書き込まれ、
また、原子力基本法にも同じ文言が追加され、
さらに、宇宙航空研究開発機構法から「平和の
目的に限り」が削除され、「核オプション」が
公然化した。
この経過に示されるのは、中曽根康弘首相に

象徴されるように、原発推進勢力と改憲勢力が
重なることである。日本の戦後政治で、核兵
器・憲法・原発は「トライアングル」をなして
いる。とすれば、「核兵器廃絶」「憲法九条改悪
反対」「原発ゼロ」運動は、国民の生活と安全
を守る「トライアングル」運動を構成している
ということである。

福島原発事故以後の顕著な変化は、日本の原

発をめぐる国民的対話・議論がかつてない規模
で広がっていることである。
その契機となっているのが、「原発をなくす
全国連絡会」「首都圏反原発連合」「脱原発世界
会議」「さようなら原発 1000万人アクション」
などによるさまざまな形での共同行動の前進で
ある。歴史的な「安保闘争」を超えて発展して
いる。「安保闘争」時は「組合動員」などが行
われたが、原発集会では、さまざまな組合・団
体の旗は見られるものの、「個人参加」が基本
となっている。なかでも、主催者が「誰でも参
加できる」「子ども連れでも参加できる」よう
に共同行動に特段の配慮をしていることは特筆
すべきことであろう。これが運動の発展を保障
している。
参加者は共同行動で「原発ゼロ」などの自ら
の声を国会、官邸などに届ける一方、集会後は、
生活レベルでの対話・議論をすすめている。
「共同行動」と「対話・議論」の循環は「原発
ゼロ」の国民的合意の形成につながる。それが
なされれば、「原発ゼロ」の声が社会的規制力
として機能しうるであろうと確信する。
近代日本にあって、この種の国民的対話・議
論は、①明治維新後、②第二次世界大戦での日
本の敗戦後、③「３・11」後のそれとして 3度
目だとされる。この対話・議論を通じて、「原
発ゼロ」の実現と、被災者の健康と生活の確保、
賠償の実施、被災地の復旧・復興の実現に結び
つけたいものである。

映画『フタバから遠く離れて』とメイキング本のこと
田中 朋子（岩波書店労働組合）

昨年10月、映画『フタバから遠く離れて』の
劇場公開に合わせて、監督が製作過程を振り
返った同名の本を編集、刊行した。映画は
2011年の震災後、町全体が警戒区域となり、町
ごと埼玉県に避難した原発立地自治体である福
島県双葉町の避難所（加須市・旧騎西高校）に
約 9か月にわたり密着したドキュメンタリーで

ある。舩橋淳（ふなはしあつし）監督から書籍
化のお話をいただいたのは 6月も下旬のことで、
企画が決まってからは急ピッチでご執筆くだ
さった。
企画を通したのは、監督の熱意もさることな
がら、公開前に見せていただいた映画に強く心
を動かされたことが大きい。監督は東京から加

組版.indd   2 2013/04/02   23:29:40



3

須市の避難所に足繁く通い、町の人たちとじっ
くりと信頼関係を築いていったという。やがて
撮影を許されるようになり、膨大な撮影素材が
残った。しかし実際に完成した映画は96分と短
い。日本国内のみならず、世界中の人に見ても
らいたいとの意図からだ。実際この映画はドイ
ツ、香港、韓国、イギリスなど各地の映画祭に招
待され、監督は日本の原発政策や避難者の現状
について質問攻めにあうことがしばしばと聞く。
カメラはほとんど高校校舎を出ることはなく、

避難直後のごった返す様子を経て、その一見
淡々とした重い日々をおもに写し取っていく。
それに変化が訪れるのは、夏の双葉町への一時
帰宅に監督が同行した場面だ。それまでにも画
面に登場していた、穏やかだけれど我慢続きだ
ろう、お母さんを失った親子が津波で跡形もな
くなった自宅跡で二人手を合わせるのだが、放
射能の影響から、長く留まることも何かに触る
ことも避けるよう言われており、息子さんがこ
ちらが初めて聞く険しい声でお父さんに（ブ
ロックの固まりだったかに）「触っちゃ駄目
だって！」と叫ぶ。ただただ疲れて帰りのバス
の中で寝入る人の姿もある。そして時間が経つ
につれて、避難所からはどんどん人が減ってい
く。それぞれの人は、どこへ向かったのだろう。
映画ははっきりとは示さない。　
本に収録するために、8月には旧騎西高校の

避難所に伺い、井戸川克隆町長（当時）へのイ
ンタビューに同席させていただいた。町長の部
屋が、原発・放射能に関する資料・書籍で埋
まっていたのが非常に印象的だった。現在は選
挙にともなって新しい町長が誕生しているが、
被災自治体の長でありながら、「これまで原発
によって潤っていた町」という批判にもさらさ
れていた町長は、訥々と言葉を選びながら、放
射能の影響や補償をめぐる行政システムとの闘

いが長く続くだろうことを語っておられた。
東京での映画の上映期間中、映画の被写体で
ある双葉町の方々が会場にいらしていた日のこ
と。上映後、年配の方々が多いのだが、客席を
振り返って頭を下げられた。こちらは頭を下げ
られる側ではない、と涙が溢れた。映画が終
わって賑やかな渋谷の町へ出たとき、何とも言
えない違和感を覚えた。双葉の人たちはこれか
らあの避難所に戻っていくのだと思った。東京
から車や電車でほんの 2時間ほどの距離である。
映画は大きな反響を呼び、いまも各地で上映
が続いている。先日は初めて原発立地県である
新潟県での上映が実現したとのこと。そして監
督は今も撮影中で、町の人たちが故郷に帰る日
までカメラを回し続けると宣言している。

3月11日を除いてはだんだんと震災被害につ
いての報道も少なくなっていくようだ。かくい
う版元の側も、一時の出版ラッシュを経て、だ
んだんと落ち着いていくのだろうか。しかし、
このように腰を据えてかかっている人たちの仕
事を引き続き応援していきたい。その過程は何
かを仕上げて終わり、というものではない。こ
の本に関しても、「双葉をなぜフタバと記すの
か。フクシマの次はフタバか」というネット上
での批判を見たときの、棘のようなひっかかり。
別の本で、「復興」という言葉を本のタイトル
に使うべきかどうかという悩み。本当の当事者
の人たちの思いを想像しようとぐるぐると考え
る。それが日常の一部になったと言えるだろう。
思えばこの映画と本のタイトル「遠く離れて」
も、監督が「双葉町の人たちが、故郷から遠く
離れている」ということと、私たちの多くが
「双葉町からも避難所からも、（おそらく原発か
らも）離れている」という意図を込めて付けら
れたのだった。この映画の海外での公開タイト
ルは「Nuclear Nation」である。
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３・11の二周年をむかえ、メモリアル行動と
して様々な取り組みがあった。3.9明治公園
「つながろうフクシマ！さようなら原発大集会」、

3.10日比谷野外音楽堂～国会議事堂前「原発ゼ
ロ☆大行動」、3.11品川区立総合区民会館きゅ
りあん「つながろうフクシマ！さようなら原発
講演会」と連続的におこなわれた。その他各地
で様々な集会・デモもあった。
昨年の 7.16明治公園や 7.29国会正門前に比べ
ると人数は減ったが、それでも各会場ともに人
でいっぱいになり、｢原発いらない｣ ｢再稼働反
対｣ と力強く叫びながらデモし、講演に聞き
入った。出版労連の参加者も延べで 200人ぐら
いであろうか。
どの集会・デモにも共通していたのは、福島

原発過酷事故がなかったかのように再稼働や新
設・輸出に走るものどもへの怒りであり、憲法
改悪への危機感であり、｢アベノミクス｣ に惑
わされあたかも景気が良くなり自分たちの生活
も良くなると思いこまされている人たちに、参
院選後には鞭が待っているという警告であった。
私はこの行動の中で、まるで何もなかったか

のように原発推進にうごめく電力会社や安倍政
権への怒りを新たにし、原発反対のたたかいを
出版労連の仲間と共に進めていこうと決意した。

この３・11メモリアル行動の出版労連として
のスタートは、「被ばく労働を考えるネット
ワーク」から講師を迎え、われわれ原発問題委
員会が主催した 3.7学習会「どう向き合うか、
被ばく労働問題」となった。３・11の二周年に
おいて、被曝労働について考える機会を出版労
連がもてたことは極めて大きな意義をもつ。
なぜなら被曝労働は、原発の非人間性を、そ

して安全性を犠牲にしても利益を優先させる構
造を、あらわにするものであり、労働組合が取
り組むべき問題だからである。

たとえ事故がなくても被曝させられる原発労
働者の存在なしには原発は動かない。そして
｢今までに吸うた放射能は消えせん。しみ込ん
だウラミニュームは消えせん｣ のだ（映画『生
きてるうちが花なのよ　死んだらそれまでよ党
宣言』の原田芳雄のせりふ )。被曝を少なくす
るためのロボットなどを開発する努力を電力会
社や原子炉メーカーはしない。たとえ労働者が
被曝しようとも、低賃金の非正規労働者を投入
するほうがロボットを開発するより安上がりだ
からである。その被曝労働は、福島原発事故に
よって今や原発内での労働だけでなく、収束作
業、除染、さらに清掃労働、下水処理場、など
などにまで広がっている。
そればかりではない。原発や除染にあたる労
働者は多重下請け構造の下にあって幾重にもピ
ンはねされている。電力会社は元請けの原子炉
メーカーや子会社に、原発内の修理や清掃など
の必ず被曝を伴う仕事を丸投げする。そして丸
投げされた企業はピンはねしたうえで次々とや
くざを含む下請けに廻していく。国から除染作
業を受注したゼネコンもピンはねしたうえで下
請けに廻し、次々とピンはねは続く。国が支給
の危険手当（特殊勤務手当）1万円も労働者に
渡っていない例が多いのだ。
こうしたことは決して他人事ではない。私が
働いていた取次には超低賃金で無権利の非正規
労働者が多数存在し、その多くは偽装請負であ
る。そしてこの構造は取次だけでなく出版関連
産業に普遍的である。自らが働く出版産業にお
いてこの非正規労働者の問題解決のためにたた
かうことによって、被曝を強制される労働者と
真に連帯し、ともにたたかうことができるはず
である。

この被曝労働を前提とし、10万年にも及んで
人類に災厄をもたらす放射性廃棄物を産み続け

３・11 二周年にあらためて
伊豆野 潔（出版情報関連ユニオン）

組版.indd   4 2013/04/02   23:29:40



5

る原発を、「わが亡き後に洪水よきたれ」とば
かりに、エネルギーの「安定的」確保と、潜在
的核兵器製造能力を保持するために推進しよう
としているのが安倍政権である。彼らがめざす
ものはもちろんこれだけではない。
インフレターゲット 2％を設定し、国債をバ

ンバン発行する「アベノミクス」が、「デフレ
からの脱却」を実現するかのような雰囲気が演
出されている。しかしインフレになれば実質賃
金は目減りし、生活必需品の値上げ、消費税増
税などとあいまって、そのツケは必ず私たちに
廻ってくる。
３・11メモリアル行動の中で識者が鋭く指摘
したように、参院選後には鞭が待っている。
すでに安倍首相は改憲発議要件の緩和のため

に 96条の改正を公然と主張し、それに維新の
会、みんなの党が呼応している。まずは景気回
復の雰囲気をつくり、高支持率を維持して参院
選に勝利し、96条を改正しようとしているわけ
である。その先に待っているものは自民党憲法
改正草案を見れば明らかだ。

9条 2項をなきものとし、国防軍を持って
「戦争のできる国」にする。そして憲法全体を
国家・政府の手をしばる立憲主義から国家が国
民の権利をしばるというまったく別のものに変
えている。そして最高法規として国民に基本的
人権を保障する 97条は削除されている。

それだけではない。21条「集会、結社及び言
論、出版、表現の自由」については、2項が新
設され「公益及び公の秩序を害することを目的
とした活動を行い、並びにそれを目的として結
社をすることは、認められない」とされている。
「公益及び公の秩序を害する」かどうかをきめ
るのは国家になってしまうのであるから、この
条文は国家・政府に反対するものを押さえ込も
うとするものに他ならない。
このような憲法が成立すれば、私たち労働組
合や市民運動が現在取り組んでいる原発反対の
たたかいや、米軍基地撤去、オスプレイ配備反
対などの平和運動や秘密保全法反対などのたた
かいが、憲法の名のもとに否定されかねない。

このような自主憲法を目指す自民党は、これ
までの自民党とはまったく違う自民党なのであ
る。このような鞭が待っている今、この時、連
合だから、全労連だからとか、原水禁だから、
原水協だからとか言っている場合ではないので
ある。原発推進に反対し、憲法改悪に反対し、
平和を愛し、表現の自由を守ろうとする労働組
合や市民の共同行動や統一闘争が今こそ必要だ
と考える。その合言葉は「小異を捨てて大同に
つく」ではなく、「小異を残して大同につく」
すなわち「批判の自由と行動の統一」である。

フクシマ・アクション・プロジェクト報告

福島支配狙うＩＡＥＡに抗議行動
地脇 聖孝（子どもたちを放射能から

守る福島ネットワーク）

2012年12月15～ 17日にかけて、郡山市で日
本政府主催の原子力「安全」に関する福島閣僚
会議が「国際的な原子力安全の強化」と「福島
の復興」を目的として行われました。117か国
･13の国際機関が参加。私たちフクシマ ･アク
ション ･プロジェクト（http://npfree.jp/fukushima.
html）は、15～16日、会場で、会議の目的お
よびＩＡＥＡ（国際原子力機関）の福島常駐に
対する抗議行動を行いました。

それに先立ち私たちは、この会議に関して県
民への説明を求めていましたが、ようやく 12
月9日に説明会が行われ、県民の声を伝える場
の設置も実現させました。
そもそもＩＡＥＡは、アイゼンハワー米大統
領の提唱で 1957年に設立された国際機関で、
「全世界における平和的利用のための原子力の
研究、開発および実用化を奨励し、援助する」
ことを目的としています。日本では、核開発の
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疑いのある国に査察を行う組織という認識が一
般的ですが、実際には「平和利用」の美名の下、
国際的に原発を推進すると同時に、軍事面では
核拡散防止条約（ＮＰＴ）と合わせ、核保有国
だけに核兵器独占の特権を与える役割を果たし
てきました。
ＩＡＥＡはまた、1959年にＷＨＯ（世界保

健機関）との間で「ＷＨＯとＩＡＥＡが活動す
る際の重要事項は、互いに相手側の合意を得
る」との内容の協定を結びました。この協定に
より、ＷＨＯは放射能が人間の健康に悪影響を
与えることを発見しても、ＩＡＥＡの了解なし
にそれを発表することはできないとされたので
す。
ＩＡＥＡは、チェルノブイリ原発事故の際に

も、被害の著しかった地域に調査団を派遣しま
したが、この調査団は、原発事故による死者は
50人、甲状腺がんで亡くなった子どもは 9人と
するなど、事故の影響を極端に過小評価する報
告書をまとめ、事実上、チェルノブイリでの悲
惨な健康被害をもみ消しました。
ＩＡＥＡが「福島県環境創造センター」（仮

称）の名称で設置を予定している施設は、福島
県三春町、南相馬市の 2か所に置かれることに
なっています。福島県の「基本構想」によれば、
ＩＡＥＡから研究者を受け入れ、県内各地を早
急に放射能汚染から回復させるため、除染と放
射線に関する研究を行う拠点として、2016年度
の全面開所を目指すとされています。福島県民
のための研究施設を装っていますが、彼らの過
去の行動を見れば、反原発の声を抑え込み、最
も被害の酷い福島で健康被害をもみ消しながら、
国際原子力ロビーおよび原発の生き残りを図る
ための「拠点」にするという彼らの目的は明ら
かです。
この会議でＩＡＥＡと福島県立医科大学が結

んだ協定書では、どちらか一方が秘密指定とし
た情報については秘密性を確保する、という驚
くべき内容になっており、福島原発被災者の健
康管理は、初めから隠ぺいを前提として進むこ
とが危惧されます。また、ＩＡＥＡと福島県が
結んだ覚書は、除染、放射線モニタリング、放

射性廃棄物の管理などの内容となっています
(ht tp: / /www.mofa.go. jp/mofaj /gaiko/atom/
fukushima_2012/fukushima_iaea_jp_1215.html）。
閣僚会議の会場となった郡山市のビッグパ
レット周辺には、12月15日朝、フクシマ・アク
ション・プロジェクトが呼びかけた抗議行動に
約 100人が集まり、「ＩＡＥＡは帰れ」「被災者
の声を聞け」と声を上げました。「私たちを抜
きに福島のことを決めないでください」と訴え
ると、参加者から「そうだ」のかけ声と拍手が
起こりました。この行動には、ドイツ、フラン
ス、オーストリアなど海外の市民団体のメン
バーも参加、仮装したメンバーの多彩なアピー
ルが見られました。
会場 1階の通路に並ぶ福島県作成のパネルは、
津波・除染・心のケアを強調し、除染をしてい
る、子どもたちは元気に過ごしているという内
容。玄葉光一郎外相（当時）、天野之弥ＩＡＥ
Ａ事務局長のスピーチは、福島のことをあまり
心配せず、教訓を活かし事故の起きないよう安
全対策して原発推進をという内容で、はらわた
が煮えくり返りました。レベル７という最悪の
事故を起こした福島でなぜ原子力「安全」に関
する閣僚会議なのか。危険の間違いではないか、
との声も聞かれました。

15日11時半から、国の言いなりになり、ＩＡ
ＥＡを誘致した福島県に対し、フクシマ・アク
ション・プロジェクトから要請書を手渡しまし
た。その内容は、①福島へのＩＡＥＡの進出を
やめさせること、②汚染地域の住民避難と、避
難に伴う損失を県の責任で賠償すること、③県
外避難者の住宅補助の打ち切りなど避難者への
非情な扱いを止め、支援をすること、④子ども
たちの避難を実現するため、学校単位の疎開・
保養を直ちに実施すること、⑤健康被害がない
との前提で進められている県民健康管理調査を
根本的に見直し、科学的で客観的、公平なもの
とすること。併せて、健康被害の過小評価を目
的とした検討委員会の議事進行や特定の方向へ
の議論誘導などをしないこと、⑥「秘密会」の
開催や健康被害のごまかし、隠ぺいを主導して
きた責任者に対し、適正な処分をすること、⑦
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モニタリングポストによる測定を正しく行い真
摯な情報公開を行うこと、⑧福島県民の共通の
願いは核・原発の廃絶である。核推進機関を呼
んだ国際会議ではなく、核・原発廃絶のための
国際会議を開催すること、⑨これらの要請を受
け入れ速やかに実行した後、今回の原発事故ま
で原発推進の立場を取ってきた知事として、辞
任という形で県民に対し責任を取ること―の
９項目です。
また、ヒューマンライツ・ナウの伊藤和子さ

んは、国連人権理事会の「最高水準の健康を享
受する権利に関する特別報告者」の勧告文をＩ
ＡＥＡ広報官に手渡し、ＩＡＥＡが勧告に従っ
て子どもの健康と人権を守るよう訴えました。
同時にフクシマ ･アクション ･プロジェクトも
要請書を手渡しました。

その後、ＳＰＥＥＤＩのデータ隠しや健康調
査「秘密会」に続き、福島県による可搬型モニ
タリングポストによる事故直後の空間線量測定
値データの廃棄がまたもや明るみに出ました。
事故から 2年経った今もやっていることはごま
かしと隠ぺいばかりで、県民の行政不信は頂点
に達しています。この上にＩＡＥＡの進出を許
せば、こうしたごまかしや隠ぺいにますます拍
車がかかり、県民の健康を守るためのデータは
闇に葬られることになるでしょう。
国際原子力ロビーの頂点に位置し、国家さえ
超越する力を持つ巨大組織、ＩＡＥＡに市民が
対抗していくのは大変なことですが、最も悲惨
な原発事故被害を受けた福島から核の時代に終
止符を打つため、私たちはこれからも、あきら
めず闘いを続けていきます。

　福島発リレーエッセイ『被災と向き合う日常から』⑦

NO NUKE FUKUSHIMAのバッジで意志を伝える
丹治 博志（福島バッジプロジェクト代表）

福島県議会、知事の脱原発方針にもかかわら
ず、議会も行政も県民も原発いらないという声
をあまり出していませんでした。それならば脱
原発のバッジを作って議員や知事に着けてもら
おうと始めたのが、このプロジェクトです。

3つのきっかけがありました。1つ目は宮崎駿
監督の事例です。原発抜きの電気で映画をつく
りたいと言う監督が、「NO！原発」のプラ
カードを首から下げて、デモというよりまるで
散歩のようにゆるやかに意思表示をしていたと
いうこと。2つ目は、信州の友人が震災前から
自分の車に「原発いらない」の紙を貼って日々
運転していると聞いたこと。3つ目は、2011年
9月にヴィム・ヴェンダース監督が新作映画を
たずさえて福島の映画館「福島フォーラム」を
訪問した際、その舞台挨拶で発した「福島の
人々は、この事実を世界に知らせる義務があ
る」との言葉です。

2012年 6月から福島県と千葉県の友人と一緒に

3人で始めました。「NO NUKE」は「FUKUSHIMA」
と「IN JAPAN」の大小 2種ですが、「YES NUKE」
も作りました。福島以外に大飯、伊方、浜岡、
柏崎、女川、泊のバッジもあります。全国の原
発立地の人々が同じようにバッジで反対の意思
表示をするきっかけになればと思ったのです。
ステッカーも用意しました。
最初はバッジをつくる機械 2台を買っての手
作りから始めました。FUKUSHIMAバッジは
福島県の人に無償で着けてもらっています。
「IN JAPAN」のバッジを福島県以外の人たちに
渡し、大きいほうが 300円、小さいほうは200円
の支援をいただき、それを原資にまたいろいろ
なバッジを作っています。ヨーロッパで原発推
進派が色を変えた同じデザインのバッジを着け
ている写真を見て、「YES NUKE」のバッジを
先に作ってほかでは作りにくい状況を作ろうと
したのです。首長や議員に、どちらを着けてく
ださいますか、という問いかけもできます。声
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を出せない推進派に声を出してほしいというブ
ラックユーモア的な気持ちもあります。
バッジを着けようという呼びかけを、初めは、

金曜日の官邸前や経産省前のテントひろばで始
めました。たくさんの人たちに賛同いただき
バッジを着けてもらいました。9月6日に中日新
聞、東京新聞にも取り上げられ、大きな反響が
ありました。また、お店などにおいて下さると
ころも出てきたのです。

12月の衆議院選以降、反原発の動きが弱く
なってきているように感じます。しかし、福島
県民200万人は、「NO NUKE FUKUSHIMA」と

言い続けなければいけないと思っています。
バッジを着けることで、声を発しなくても意思
をしっかり伝えていくことができます。我々は、
もう被曝者なのですから。　　　 

『民主党のアメリカ 共和党のアメリカ』 
冷泉 彰彦 著　2008年8月　850円＋税

日経プレミアシリーズ 

米国民主党は政権運営能力を備える点で、我
が国の野党との大きな違いが。本書では、政党
間の政策対立軸がいかに感情的な世論に影響を
受けるかがわかる。本邦のエネルギー政策、と
くに原発政策と右傾化する政治動向を客観的に
分析するうえで参考になる一冊。

（伍井 さゆり）

『原発はなぜ危険か─元設計技師の証言─』
田中 三彦 著 1990年1月　700円＋税　岩波新書

国家的矛盾が一個人に圧し掛かることが歴史
上には見受けられる。1974年、福島第一原発４
号機の原子炉圧力容器が「歪んで」完成。ご法
度の矯正作業プロジェクトが秘密裏に実施され
る。この実質的責任者が、著者であった。結果、
田中氏は押し潰されなかった。理由は何か。評
者はそれを科学的精神の正常なる発動と読む。
如何。

（山田 隆）

書 評

組版.indd   8 2013/04/02   23:29:40



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


