
1 
 

編集・発行：出版労連（日本出版労働組合連合会） 原発問題委員会 
〒 東京都文京区本郷 いろは本郷ビル TEL FAX

E-mail URL

11 月 13 日の経団連の発表では、大手 76 社の

冬ボーナスの平均妥結額は 82 万 2121 円、前年

比 5.79%増、バブル期最後の 1990 年の 6.15%増

につぐ大きな伸びだった。 
だが、喜べたのはごく一握りで、ほとんどのサ

ラリーマンにとっては、信じられない別世界の話

だ。アベノミクスとは、働く者にとって賃金格差

の拡大に他ならない。そのことが、この冬のボー

ナスの格差に端的に現れた。 
円安で輸出車の円価格が高くなった車メーカー

の冬ボーナスが、13.02%増の 91 万 5818 円とな

り、それに引きずられて平均妥結額が、数字の魔

術として、高くなったに過ぎない。 
他に伸びたのは、アベノミクス第二の矢、約

10 兆円の大型補正予算、それにともなう公共事

業、それで好況のセメント業界、そしてスーパー

の棚がまさに示すように、アベノミクスによる生

鮮食品の値上がりを補う加工食品の伸び、それで

潤う食品業界などに限られた。それに対し造船や

紙・パルプなどでは、前年にくらべてマイナスだ

った。紙パルプの不振の要因のひとつとして、出

版印刷の不振が絡んでいるのは間違いない。 
要するに、全体としてボーナスの増減、年末の

サラリーマンの懐具合は、まさにアベノミクス次

第だが、その前途は、どこまで期待できるだろう

か？ マスコミは、アベノミクスが一服などと報

ずるが、実態は化けの皮が剥がれ始めたと見るべ

きではないだろうか。アベノミクスが順調ならば

GDP 伸び率が次第に高くなる筈だ。だが、安倍

政権が発足してからの四半期ごとの実質 GDP 対

前期伸び率は、2013 年の 1～3 月が 1.1%、4～6
月が 0.9%、7～9 月が 0.5%と、じりじりと下が

っている。 
また 10 月 31 日に発表された日銀の「展望レ

ポート」でも、来年（2014 年）の GDP の伸び

率は年間で 1.5%と予測している。格段の成長は

期待できない。2013 年の春からデフレ対策の目

標として、日銀は年 2％の物価上昇率（インフレ

ボーナス格差 ＝ アベノミクス ≒ 偽りメニュー
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率）を掲げて、前例のない、異次元の金融緩和

（市中からの国債の大量買入れ）を図っているが、

14 年度 1.3%、15 年度 1.9%しか見込めず、目標

が確実に果たされるとは、言いたくても、言えな

いのだ。デフレ対策が成功する保証はどこにもな

い。 
政府発表そのままのマスコミ報道と現実の経済

とは、いったいどこがどう食い違っているのだろ

うか？ GDP のなかで大きな割合を占める消費、

それを左右する給与、そして設備投資などがほと

んど伸びていない。もしこれらが伸びれば、将来

の経済の実質的な成長が期待できるが、それが伸

びていないのだから、いずれ日本経済は好転する

だろうなどと期待するわけにいかないのだ。  
当然それを見込んで大企業の経営者は、やがて

襲ってくるだろう大不況に備えて利潤の内部留保

を高め、新規投資を控え、コスト低減のため給与

削減―正規雇用者の削減と非正規雇用者への切

り替え―を進める。ベースアップなどはとんで

もない、政権からデフレ対策のため給与の増額を

求められても、一時的な支出で終わるボーナスの

増額で済まそうとする。そのほうが、行動として

は、経済的合理性に則していると、大企業の経営

者は主張するだろう。これでは、大手の出版社で

も、今年の売上げが昨年の 7 割とか、8 割に落ち

たと言われるのも無理はない。 
2013 年末の時点で、いくら経済にうとくても、

ここまでの経過は感ずるなり、把握できるように

事態が進行し、それが安倍内閣支持率の低下傾向

に反映されるようになってきた。  
時事通信社が 10 月 11～14 日に実施した世論

調査では、9 月は東京オリンピック開催決定によ

って安倍内閣の支持率は 61.3%に上昇したが、

10 月には 55.8%になり、低下幅が 5.5%だった。

また読売新聞の調査でも、安倍内閣支持率は、4
月の 74％から 10 月は 67％へと低下した。そし

て「景気の回復を実感していますか」との質問に

対しては、「実感していない」という答えが、6
月の 75％から 10 月の 79％へと増大した。 
鈍化傾向にあるとはいえ、安倍内閣に替わった

2013 年から GDP が伸びたのは、いったい何に

よってであったのか？ それはひとえに円安のた

めであった。一時は１ドルで 75 円にしかならな

かったのが、最近は１ドルで 98 円になるように、

大幅な円安が急速に進行した。ということは、輸

出業者にはかつては１ドルの儲けが 75 円にしか

ならなかったのが、現在では 98 円になり、それ

だけ円換算の利益が増大した。そのような増益が

見込まれたので株価が上昇した。それだけなのに、

アベノミクスによってデフレが解消され経済が盛

り返したかのように喧伝された。だが、このから

くりが次第に気づかれるようになり、最近の内閣

支持率の低下をもたらしたのだ。 
この大幅な円安を引き起こすため、政権は何を

したのだろうか？ 日銀総裁の首をすげかえて、

異次元の大幅金融緩和を実施させた。市中に円を

だぶつかせることによって、円の値段を力づくで

下げたのだ。円安を引き起こしたのだ。通貨の交

換率は、世界の金融を支配する十大銀行のディー

ラーたちによって事実上決められる。彼らやヘッ

ジファンドは円を空売りすることで大儲けをした。

日銀が金融緩和を続け円安を起こすのを続けるの

が分かっているなかで、つまり不確定要素がない

なかで、75 円を借りて 1 ドルを買い、円安によ

って 1 ドルが 98 円になったときに、持っていた

１ドルで 98 円を買い、そのうちの 75 円を返す

と、98 マイナス 75、すなわち 23 円が確実に儲

けとして転がりこむ。円安になるほど彼らの円の

空売りによる儲けは大きくなるから、彼らはどん

どん円に安い値をつけ、それによって急速に円安

を進行させたというわけだ。 
日銀と安倍政権とその金融顧問たちは、世界の

十大銀行を使って、彼らを儲けさせて、金融によ

って経済の盛り返しを企図したことになる。日本

の輸出企業は、技術革新とか輸出量の増加とかに

よって収益を伸ばしたわけではない。政府主導の

金融政策による円安にただ乗りしただけだ。アベ

ノミクスはホテルの偽りのメニューに近いのかも

しれない。働く者にとって、アベノミクスは物価

の値上がりと所得の低下、泣き面にハチだ。 
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新聞を読みながら、「怒」という文字を思い

浮かべる「毎日」です。あ、とっているのは東京

新聞です…。10 月 20 日の朝刊、沖縄県竹富町の

教科書統一問題に関して、下村文科相が「日本は

法治国家。（略）ルールの中できちんとやっても

らわなければ秩序が持たない」と。冗談は顔だけ

にしとけ、です。ルールを無視して、解釈改憲な

んてことを画策してる政権の人間が言うことです

か。厚顔無恥。21 日、「雇用特区」という危な

い法律に、実に正しい解釈で「解雇特区」と報道

すると、これを推奨する竹中平蔵が「歪んだ報道」

とからむ。自分の利益しか考えない自己中の典型、

歪んでいるのは平蔵の頭、曲学阿世、ならぬ、曲

学阿業とでも言いますか。ったくもう。24 日、

「欠陥貯水池に雨水移送」。想定外と…は言わせ

ません。はなっから想定内で、汚染水を海に流し

て…、なかったことにするというのは東電と国の

策略でしょう。台風がきて、雨が降って、という

日本の秋の日常があるのに、汚染水貯蔵タンクの

周りの堰の高さがたった 30 センチ、ということ

は、溢れることを想定しての設計。倫理感ゼロ。

さらに、「完全にブロックされている」と平気で

ウソを言うモラルなき首相、安倍晋三。「日本の

恥」。さらに、悪魔の吹く笛にのせられて欠陥商

品を「原発いらんかねえ」と売り歩く、破廉恥さ。

怒・怒・怒の連続です。 
ちょいと記憶を戻します。10 月 4 日、出版労

連会議室で、原発問題委員会の『原発のない未来

へ② 私たちは、わすれない』の読書会があった。

そこで配られた、「原発の倫理性と現代科学」と

題した上智大学島薗進教授の連続ゼミナールの案

内を読みながら、今の時代、やはり問題は倫理だ

ったかと思ったわけです。 
今年（2013 年）の出版研究集会のスタートは、

5 月 24 日、大江健三郎さんの講演「いま、なぜ

希望を語るか」でした。この講演のキーワードは、

「倫理」＝道徳（モラル）。このところ、ずっと

政治に感じていた違和感、変な感じの原因は、こ

れだったか。 
学生時代に学んだ新聞の倫理（マスコミの倫

理）、実社会ではその倫理を外れる取材。それを、

自分にどう納得させて生きてきたのか。倫理を外

れた、と言っても倫理を一応わきまえた「外れ」

方だったよなあ、と自己弁護しながら…。じゃあ

原発はというと、倫理を外れるのではなく、倫理

を消してスタートしたのではないだろうか。何故

か？ 『原発のない未来へ② 私たちは、わすれ

ない』の年表を見ながら考えている。 
敗戦後、GHQ により、原爆報道規制がなされ

ていたが、昭和 27（1952）年 4 月のサンフラン

シスコ講和条約発効で、規制は消え、日本の原子

力研究が解禁。昭和 28（1953）年 12 月、アイ

ゼンハワー米大統領が国連総会で「アトムズ・フ

ォー・ピース」演説。あっ、原子力平和利用、か。

明るい原子力のスタートです。この裏に、A 級戦

犯が許され首相になり、原子力はじめ、アメリカ

の支配下に組み込まれる最初の密約のにおいが…。 
♪ふるさとの街やかれ、身よりの骨うめし焼土

に…、「原爆許すまじ」のレコードが発売された

のは、わたしが北海道釧路市立東中学の一年生だ

った昭和 29（1954）年 12 月でした。教室の天

井には昭和 20 年 7 月の空襲による機銃掃射の穴

がまだ残っていた。この歌を音楽の授業で覚えた

ような記憶…、♪今は白い花咲く…。 
となると、あれを見に行ったのは？ 昭和 30

（1955）年 11 月に始まり、国内 11 都市で開か

れた『原子力平和利用博覧会』へ三つ年上の兄に

連れられ札幌へ夜行列車で行って夜行で帰ったの

は…？ 昭和 31（1956）年、中三になってから

か。 

田村 義彦（出版ネッツ） 

モラル無き原子力ムラ 

ああ、許すまじ「原発」を！ 
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ともあれ、博覧会といっても、原子力関連の機

材が展示されていたわけじゃなく、原子のパワー

をどう利用するかの概念図を、パネルやイルミネ

ーションを駆使して、ピカピカと、そんなものだ

ったような記憶。半世紀以上前のセピアの記憶の

中にピカピカと浮かんでくる。水力発電の電気と

石炭火力のルンペンストーブの暖房、という時代

の少年の頭の中から、原爆は消え、バラ色の未来

の原子力へと変わったのでした。原子力の危険性

の欠片もない展示だったと思う。中学生はバラ色

の未来を記憶にとどめたようです。それから、ど

れくらい時が流れたんだろう、バラ色の未来が、

灰色の現実となるまでに。一度頭に刷り込まれた

イメージを変えるには、途方も無い時間がかかる

実例です。 
昭和 29（1954）年の第五福竜丸被曝事件。ク

ボヤマアイキチさんの名前は記憶に残るが、平和

利用の記憶はそのまま。冷戦構造の中で、国家エ

ゴむき出しの核実験。どれだけ地球が汚染された

のか。その疫学的検証は…？ しかし、まだ原発

と原爆が結びつかないままだ。昭和 32（1957）

年、原子炉竣工（東海村）記念の切手発行。昭和

40（1965）年、東海村の原子力発電所を描いた

第 9 回国際原子力機関総会記念切手発売。昭和

43（1969）年、「むつ」と原子構造図の原子力

船進水記念切手発売。バラ色の夢は色あせてきた

が、どこかにまだ明るさを残していた。 
しかし、昭和 49（1974）年の「むつ」放射能

漏れ以後、明るさは消え、昭和 54（1979）年、

米スリーマイル島の原発事故で、平和も安全も消

えて、灰色の危険物に変わった。原発も原爆も同

じ。その考えは、昭和 61（1986）年のチェルノ

ブイリの原発事故によって私の中で決定的になっ

た。しかし、お前は何をしてきたのか、と問われ

たら、答えようがない。なにもしてこなかった。

チェルノブイリの事故があった 1986 年 12 月 6
日、今も毎月行われている出版労連の「6・9 行

動」が開始された。何もしてこなかった罪滅ぼし

のように、体調の良い時はこの行動に参加するよ

うにしている。原発のない本当に明るい未来を取

り戻すために。 
 

「…ていうかー…、うちら的にわぁ、そういう

政治ケイのぉー……ゲンパツとか言ってるのって

ぇぇ、ウザいしー…ってか、何かぁぁ、引いちゃ

うー。」 
以上の言葉は無論のこと日本語ではない。何ら

かの言語ですらない。強いて解説すれば、符牒の

如きものであり、人はこれらのそれほど種類の多

くはない符牒を発音しながら、小集団における仲

間同士であることを辛うじて確認し合っている。 
試みに考えてみられるがよい。日本語に熟達し

た外国人が、上記の如き符牒群の意味を理解でき

るだろうか。 
さらに、そこには意味などはない。主語もなけ

れば述語もなく、肯定文なのか否定文かも分から

ない。が、しかし、ひとたびそれらが発音されれ

ば、符牒群である合言葉に通じた者は内輪の仲間

であるとして承認され、反対によく理解できぬ者

は厳しく排除される。 
ゲンパツ（原子力発電）問題についてかくの如

き人々はもはや傍観者の性格を脱し、消極的なら

ざる原発推進加担者として社会的に存在し、政治

的に機能する。非消極的原発推進加担者はひとた

山田 隆（出版労連 中部地協委員） 

倫理とは文化か
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び社会的不満を抱くや、経験を欠いた政治的欲望

に突き動かされ、そして社会的知識の圧倒的不足

も手伝って、しばしば、そして容易に、在日特権

を許さない市民の会を形成しヘイトスピーチを叫

び、頻繁に原発反対デモに向かって放射線「安全」

論を説教し、時として原発推進デモを実行する。 
言っておくが、このような消極的ならざる原発

推進派はなにも若者層に限られてはいない。冒頭

の符牒群は世代を超越して広範囲に流通し蔓延し

ている。それは世論調査における政治的無関心・

無党派層および、選挙における浮動票にほぼ該当

する。多数派で、匿名の、言葉によらない、した

がって非理性的で暴力を伴う性格をもつ全体主義

の担い手たる大衆が、現代日本社会に確固として

存在している。 
 
2013 年 10 月 18 日、連続ゼミナール「原発の

倫理問題」プレ集会における島薗進教授によれば、

福島第一原発震災勃発後の日本学術会議「放射線

の健康への影響と防護分科会」は議事録すら残さ

ぬままに放射線「安全」論を振り撒いた。「議事

録すら」などと驚いたように書いたが、実は議事

録なしは取り立てて珍しいことでもない。原発震

災後の政府の原子力災害対策本部も、事務局であ

った原子力安全・保安院は震災後の議事録を作成

していなかった。その安全・保安院はもはや存在

していない。 
ぼくはここに、原発問題の倫理を考えるにあた

っての本質があると思っている。 
思想史家の故藤田省三は、動物は遺伝的にプロ

グラムされているから、してはいけないことはし

ない。しかし、人間はしてはいけないことをする。

だから、人間には倫理が必要であり、そして、倫

理とは内面のブレーキである。したがって、倫理

の基礎には自己批判能力と反省能力がなくてはな

らないと述べた。「文化というのは自己批判」で

あるとも書いている（『藤田省三著作集６』みす

ず書房、1997 年、初出 1990 年）。 
20 年来ぼくを悩ませてきた難問であったなぜ

「文化とは自己批判」であるのか─その答えが解

かりかけてきた。即ち、19 世紀以前のほとんど

すべての歴史が、自己をそれとして認識し自覚せ

ずして作られてきたのだとすれば、歴史はそれ自

体としては文化とはいえまい。たとえば、過去を

意識的に遡及し、資料を調べたり証言を集めたり、

あまりに古い過去であれば遺跡や遺物を発掘して

調査・分析した時にそれは歴史学・考古学などの

学問として、あるいは歴史教育を通して社会的歴

史意識となり、自覚された次元における文化にな

り得る。そうであるならば、文化とは、紛れもな

く自覚すること、即ち自己批判と反省でなければ

なるまい。 
以上を首肯するのであれば、自己批判・反省の

根拠たる重要会議・会合の議事録すら残さないと

いう点において、倫理の欠如体としての原子力発

電推進体制とそのための放射線安全論宣伝専門家

集団と、原発推進派が発する嘘や出鱈目の受け手

であり、乏しい符牒を発音し合って分かり合った

気分になっている大衆は、ただに人倫を踏みにじ

るばかりではなく、反省と自己批判を基盤にもつ

文化を放棄し、個人の主体なきマッセ（Masse、
群れ）となり、それはもはや大衆ですらなく、動

物以下のヒト科人類に過ぎない。「それにエコノ

ミック・アニマルなどという上等な名前をつけて

もらっては困るので、アニマルは必ず、してはな

らないことはしないようになっている」（藤田前

掲書）のだ。 
ぼくは、倫理を我がものとし、さらにこれを日

本社会全体に押し及ぼさんとするものである。こ

れは同時に、人類史の「前史」を終わらせて、必

然から自由への王国の実現を目指す遠い道のりの

通過点でもある。 
読者の皆様におかれましては、文化に直接携わ

っておられる人としていかなるお考えをおもちで

しょうか。積極的なご批判を乞う次第です。島薗

ゼミナール全 5 回でお待ち申し上げております。 
 

[付記] 学術論文的な形式を嫌う私の好みによっ

て、文献などの出典明示はほとんどしなかった。

現代日本において総読書図書目録はおろか、ろく

に理解も読みもしていない文献を、平然と列挙し

てくる大学者衆の「学術書」を、生存権を盾にと

って平気で本にしている自身に対するささやかで

慎ましい自己批判である。 
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震災直後はそれこそ、ガソリン不足、品物不足、停電に断水。  
原発も大変なことになっているのに、追い打ちかけるように何度も余震がきて、先のことなんて考え

る余裕もなかった。 
あれから 2 年 7 か月余りが経つ今は、 平日は普通に会社に行き、休日は普通に遊びに行き、表向き

は普通の生活を送ることができるようになりました。  
それでも、原発問題を抱えたままの福島県人としては、未だ収束しない原発についての報道や、放射

能問題の話を耳にするたびに、ふと考えてしまいます。  
「福島って他県から見てどんなふうに思われているんだろう？」  
大震災のあの日を境に、思いもよらぬ形で一躍有名になってしまった福島……。  
自分を含め、そこに住む人たちが、今、社会でどんなふうに受け止められているのか？  
被災地福島を支援しようというありがたい言葉が聞こえる一方で、今の自分たちの言動が「被害者ぶ

った無責任な行動だ」などと非難されたりもするし、事実そうなっていたりしないだろうかと考えてし

まいます。 
僕の実家は農家です。自分も両親の手伝いとはいえ、米を作っている立場です。 
福島の米やその生産者に対する世間の声や思いが気になります。  
放射能汚染の影響が懸念されましたが、震災以降も米を作り出荷しています。  
行政でも安全であると証明し、今年も無事、福島の米は店頭に並んだ訳ですが、「福島で米を作って

出荷する（流通させる）こと自体が無責任なことだ！」などと、非難の声が今もあるのではないだろう

か？ と心配だったりします。  
原発事故後は、ネット上で「汚染米流通させるな！」とか、「福島の米は福島で消費しろ！」とか、

かなり手厳しい意見を目にしました。  
震災前と変わらず稲穂を実らせ、今まで以上にきちんと検査して、きちんと安全が確認されたうえで

販売されるよう出荷しているんだから、無責任なことなんて絶対無いはずだと僕は思います。  
それでも、頭ごなしに非難されるかもとか、検査や安全性の判断は専門家に任せていて、自分は放射

能に関して専門的知識を持っている訳じゃないことを考えると、米を出荷したことをあまり大きな声で

は言えない気分です。  
こんな気分でコメ作りしなくちゃならないとかキツイし。  
こういうことも早く元に戻ってほしいなと思う今日この頃です。 

  

松川 雅徳（福島県泉崎村在住） 

米農家の思い 
 

福島発リレーエッセイ『被災と向き合う日常から』⑭ 



7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「東京電力」研究 排除の系譜 

斎藤貴男 著

2012年 5月 1900円＋税  講談社 

『プレジデント』などの経済畑を歩いた筆者は、

しかし一方では格差社会、自殺問題、改憲なども

追及してきた。その結節点のひとつ。木川田一隆、

平岩外四ら東電トップの評伝を下敷きにしつつ、

戦後史・労働運動史を併せ、原発依存・管理強化

体制の流れを描き出す。 （北林岳彦） 
  
 

原子力と冷戦―日本とアジアの原発導入 

加藤哲郎・井川充雄 編

2013年 3 月 2500円＋税  花伝社 

本書は、アジアにおける原発導入の過程を、豊

富な資料から明らかにする。「原子力の平和利用」

への熱狂と原発の導入は、なぜ、いかにして起き

たのか。それを経済的動機に還元して捉えるので

なく、〈冷戦〉という政治的構造の下での、米ソ

とアジア各国の政治的意図、産業界の思惑、世論

の動き等の相互作用を重視している。（木村 亮） 

「本当のこと」を伝えない日本の新聞

マーティン・ファクラー 著 
2012年 7月 800 円＋税  双葉新書 

3・11 後も日本の新聞が続けた“記者クラブ”メ

ディア、その一番の被害者は日本の民主主義だ。

SPEEDI の存在を知りながら情報の公開を訴え

る報道をしなかった新聞は、当局の隠蔽工作に荷

担し読者の信頼を失った、と断ずるＮＹタイムズ

東京支局長。民主主義が危ない今、真のジャーナ

リズムの報道を、日本の新聞に望みたい。 
（富山裕美） 

書 評 特 集  
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放射線災害と向き合って 

―福島に生きる医療者からのメッセージ― 

福島県立医科大学附属病院被ばく医療班 

（現 放射線災害医療センター）編 

2013 年 5 月 2200 円＋税  ライフサイエンス選書  

本書は、2011 年 3 月 11 日、東日本大震災と

史上 2 番目の大規模原子力発電所事故による放

射線災害に見舞われた福島において、最前線の医

療現場で災害に対峙した福島県立医科大学の医師

らの苦悩と葛藤をまとめたもの。当時の新聞記事

などを引用しながら、現場の緊迫した事態を記録

する第１章の「あのとき、何が起こったか」は必

読。 （萩原 崇） 
 

放射能と健康被害 20のエビデンス 

岡田正彦 著 

2011年 11月 1600 円＋税  日本評論社 

チェルノブイリ原発事故後の各国での長年の影

響調査、動物実験を紹介し、被曝による人間や生

物への影響を 20 の科学的根拠にまとめてわかり

やすく説く。そのなかで、情報の正しさを自ら判

断しなくてはならない場合に基準にすべきことを

具体的に示す。日本の医療検査被曝の悪影響も訴

える著者は、予防医療学の専門家である。 
（馬場裕子） 

 
 

高校生からわかる 政治のしくみと議員のしごと 

山田健太・三木由希子 編著 

2013年 6 月 1300円＋税  トランスビュー 

いつの間にか多数の原発がつくられていた。特

定秘密保護法の強行可決は民主主義を踏みにじっ

た。どうしてこんな社会になってしまったのか。

政治はきらい、なんて言ってはいられない。自分

で考え判断するためには、きちんと社会のしくみ

を知らなくては。本書は、憲法・人権・社会保

障・財政・安全保障・教育・政治・議会の 7 分

野を 79 項目の Q&A で解説し、判断材料を提供

する。 （松永彩子） 
 

パンとペン 

―社会主義者・堺利彦と「売文社」の闘い 

黒岩比佐子 著 

2013年 10月 1010 円＋税  講談社文庫 

1910 年の大逆事件の後に売文社を興こした堺

利彦は、現実に屈することも理想に溺れることも

拒みつつ「冬の時代」を明るく果敢に生き抜いた。

「食パンに万年筆をさした画」をトレードマーク

とした彼らの活動を、数多くのエピソードと図版

を用いて生彩に富んだ筆致で描いた、文字通り渾

身のノンフィクション。原著刊行の翌月逝去した

著者の「あとがき」には二重の涙を誘われる。 
（湯原法史）

 

原発幻魔大戦 

いましろたかし 著 

2012年 2 月 660 円＋税 エンターブレイン 

原発幻魔大戦 首相官邸前デモ編 

2012年 10月 660円＋税 

原発幻魔大戦 日本発狂編 

2013年 7月 750円＋税 

これまで社会の底辺に生きる人々の場当たり的

な日常を描いてきた作者。本書の主人公のサトー

もまた 3・11 以降、携帯を手放せず、デモに通

い、放射能を気にしながら寿司を食べる。政府や

東電の不可解な発表にもかかわらずオリンピック

招致に熱狂する東京も場当たり的だ。「幻魔」の

正体とは何か、を考えさせられる。漫画。3 部作。 

（米森俊輔） 




