
1 

 

●日本科学者会議事務局	 
〒113-0034	 東京都文京区湯島 1-9-15茶州ビル 9F 
Tel: (03) 3812-1472 

●福岡支部事務局  
事務局長	 小早川義尚 
〒812-8581	 福岡市東区箱崎 6-10-1 
九州大学大学院理学研究院生物科学部門 
Tel: (092) 642-3901	 Fax: (092) 642-3901 
E-mail: kbykwrcb@kyushu-u.org 
郵便振替	 福岡 01790-1-5576 

 

目次 
１．11月号のオピニオン欄（p.55-57）の小論の紹介 1 
２．9.9原発ゼロをめざす北九州市民集会 1 
３．9月 28日吉岡斉氏講演「福島原発事故の概要と歴史的意味」報告 1 
４．「日本の科学者」読書会レポート 2 
５．行事案内 5 

	 

１．11 月号のオピニオン欄（p.55-57）の小論の紹介	 

三好永作 
『日本の科学者』11月号のオピニオン欄（p.55-57）に「原爆投下・ソ連の対日参戦とポツダム宣言受

諾」という小論を書きました．この小論は，『日本の科学者』8月号の特集＜戦争・紛争による民衆の犠
牲＞に掲載された（枯葉剤問題についての）中村論文と（戦略爆撃についての）前田論文のなかで，原

爆投下が日本の降伏の主要因とするような表現があり，そのような考えがこの日本の中にも蔓延してい

るように感じたことが発端で書いたものです． 
原爆投下が第 2次世界大戦における日本降伏（＝ポツダム宣言受諾）の主要因であったというこのよ

うな見方は，米国の「原爆投下が日本の敗戦を早め百万人の命を救った」という言い分と，原爆投下が

戦争を終了させたという点では，軌を一にするものです．以前から，原爆投下が戦争を終わらせたとい

う見方に疑問を抱いていたこともあり，原爆投下をめぐる問題を論じてみたものです．ご一読ください． 
	 

２．9.9 原発ゼロをめざす北九州市民集会	 

9月 9日(金)夕方，北九州市小倉区勝山公園において，表記の集会が開催されました．約 1000人以上
の人びとが集まり，集会後，JR小倉駅までデモ行進しました．集会決定として，九州電力と四国電力の
両社に申し入れ書を提出することが決まり，後日実行されました．集会は呼びかけ人 (18 人)の訴えに
協力する形で種々の団体・組織が準備しました．なお，呼びかけ人の中には，本会北九州分会会員，三

輪俊和氏，棚次圭介氏，高木健康氏，岡本良治が含まれていました． 
（2011.10.17岡本記） 

	 

３．吉岡斉氏講演「福島原発事故の概要と歴史的意味」報告	 

鈴木右文 
９月 28 日に九州大学伊都キャンパスで，同大副学長，比較社会文化研究院教授で福島原発事故の調

査検証委員会委員である吉岡斉氏の講演があった．報道関係も結構来ていた．以下講演内容をまんべん
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なくまとめる形ではなく，筆者の独断で一部を切り取った報告であることをまずお断りしておく．また

青野幹事に一部補足をいただいた． 
事故調査検証委員会は聞き取り調査を続けており，年内に中間報告，来夏に最終報告の予定で，委員

会は東電寄りの報告にしないとの雰囲気があり，それに呼応してか国会で独自委員会設置の動きがある

そうだ． 
同氏によると，福島原発第１の事故は，チェルノブイリを超えて首都圏も深刻な影響を受け，日本の

経済が崩壊するような事態に至る可能性もあったが，柏崎刈羽の反省から昨年免震重要棟が建ちこれが

現地対応拠点とできたことと，ベントが間に合ったことが大きかったとのことである． 
あまり報道されない点として，他の原発がどうだったかというまとめも行われた．福島第２は電源１

系統がかろうじて残り，冷却装置への接続に３日かかるという冷や汗ものだった．東海第２は全電源喪

失の事態だったが，防波壁のかさ上げをした分で助かった面がある．女川も電源が１系統だけ残った．

いずれもすれすれの事態だったと言える． 
福島第１の現場対処と周辺除染には，30 年以上，50 兆円以上かかるであろうとのこと．それを原発

による発電コストに含めて考えれば，発電方法の選択肢としてもはやダメである．現場では溶解した燃

料を取り出すことはできず，石棺方式で葬ることになるのではないか． 
これまでの原発に関する日本の弱点は，１）地震津波大国であること，２）沸騰水型×小さいMarkI

型格納容器（内圧が高まりやすい）×老朽化，３）過酷事故への準備不足，４）政府の推進姿勢と推進

規制機関の同居（格納容器割れを想定すれば合格する原発がないので想定してこなかった），５）政府

に危機管理体制構築体制が欠如，といったところである．これらに基づいて，あの事故は日本だから起

きたので外国では起きないという論調もあるが，世界の主流である軽水炉で起きた意味は大きい． 
今後は電気事業からの送電分離，50/60Hzの統合，国策民営の廃止が必要．エネルギー基本法やエネ

ルギー基本計画の見直しが必要で，エネルギー事業の自由化，資源エネルギー庁の解体，東電の清算が

求められるとのこと． 
原子炉の新設は実質禁止することとし，既存の原子炉は数年かけて安全審査を実施するべきである．

その間に仮免許による再稼働を認めるには次の条件を満たすことが必須である．１）防波壁のかさあげ，

２）非常用ディーゼル発電の整備，３）発電機の空冷化，４）ベント装置の追加，５）淡水の準備，６）

免震密水重要棟の建設，７）十分な汚染水タンク，８）緊急時計画地域の拡大，９）武力攻撃対策，10）
住民投票による同意方式． 
これまで廃炉には電力他社の了解が必要な仕組みになっている．これも改善すべきである．原発がな

くなった場合，その分を，今後の人口減による需要減，人口減による都市部集中による需要の局所化等

の自然減分で吸収していけるかもしれないが，まだ精査が必要とのこと．（原稿に起こすときに振り返

ると，原発のシェアは８％程度だとおっしゃった意味がはっきりしませんでした） 
 

４．「日本の科学者」読書会レポート	 

本稿は，以下のホーページからの抜粋です．	 

http://web.me.com/emiyoshi3/JSA_Fukuoka/Dokushokai/Dokushokai.html	 

 
◆７月号読書会	 7 月 11 日午後 2 時‐5 時（ふくふくプラザ 603 室）	 

＜特集＞TPP と日本の政治・経済	 

渡辺論文「民主党政権の構造改革回帰，大連合志向と TPP」では，国民の構造改革に対する大きな怒
りで誕生した民主党政権（菅政権）が，財界とアメリカの圧力のもと，保守回復に転じるなかで，消費

税引き上げとともに構造改革政策の目玉として打ち出したのが TPP 推進であるという．民主党政権が
TPP参加方針を決めた理由は，一つにはオバマ政権の要請であり，もう一つは，政権維持をはかるため
に財界の意向を受け入れたことだという．震災と原発事故で TPP問題が一時棚上げになった感があるが，
現在の民主党政権の基本姿勢は変わっておらず，消費税引き上げとともに TPPの強行を許さないことが
大切である． 
萩原論文「アメリカの通商戦略と TPP」では，米国がなぜ TPPを推進するのかを解説している．オバ

マ政権は，世界経済はグローバル不均衡に陥っているという見解を取っている．この不均衡とは，米国

が膨大な経営収支赤字を続け，他の国が経営収支黒字を続ける構造をいう．この状況を打開するには米

国の輸出を活発にする以外に方法がない．ここにオバマ政権が TPPを強力に推進していく根本原因があ
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る．この TPPへの日本の参加は，日米財界がやり残した農業，医療，郵政民営化という分野に，市場原
理主義の国際的な展開をもたらすことは必至であると警告する． 
藤田論文「TPPと日本経済の焦点」は，日本経済との関わりで TPPを論じている．TPP参加は，必ず

しも輸出拡大やデフレからの脱却につながらず，国民生活全体を豊かにするとはいえないという．例え

ば，輸出は，関税撤廃のいかんに関わらず為替レートの動向に大きく左右され，関税撤廃されても輸出

増になるとは限らない．また，TPP参加は比較劣位産業の労働条件を悪化させ，さまざまな領域で二極
化を生じさせる．いま日本に必要なのは，投資（低炭素・環境保全型イノベーションなど）と消費（最

低賃金引き上げや社会保障制度の再構築など）の両面での経済活動の活性化であるという． 
田代論文「TPPと日本農業再建の課題」では，TPPと農業問題を主に論じているが，TPPを経済問題，

農業問題とのみとらえると本質を見誤ることになるという．TPPの問題は，日米同盟強化，日本の規制
緩和による市場開放の問題である．それらの問題に比較すれば農業問題への影響は，順位としては下位

にあるという．それでも，TPPにより日本の農業は壊滅的な影響を受ける．食糧自給率は 13%にまで低
下し，農業の多面的機能が損なわれ（損失額：3.7兆円），関連産業まで含めると GDP減少額は 8.4兆円，
雇用喪失は 350万人という．また，日本農業の再建のためには，食糧自給率の強化，国境保護，価格支
持（生産調整・最低価格支持・直接払いの３点セット）が必要という． 
今井論文「TPPの国民生活への影響」では，これまでの論文と一部被るが，TPP参加は例外なき関税

の撤廃，海外の投資家・サービス業者への内国民待遇（注１），政府調達における国際入札の拡大，海

外投資家への提訴権の付与などにより日本経済に多大な影響を与えることになると論じる．地域経済圏

の統合と発展のためには，地域内の全国家の参加する民主的な構成の共同体を設立し，公正な貿易・投

資原則と社会規制基準の確立が必要であり，そのようなものとは異なる TPPは，国際的な孤立への同盟
であるとしている． 
（注１）自国民と同様の権利を条約や協定締結の相手国の国民および企業に対して保障すること． 
	 

◆８月号読書会	 8 月 8 日午後 2 時‐5 時（ふくふくプラザ 604 室）	 

＜特集＞戦争・紛争による民衆の犠牲	 

中村論文「枯葉剤散布は核兵器と同様の悲劇をもたらす」は，ベトナム戦争で多用された枯葉剤の問

題は決して過去の問題ではなく，特に賠償問題については今日的な問題であるということや多くのこと

を教えてくれる好論文である．しかし，論文中に「広島，長崎へと原爆が落とされ，日本は降伏した」

とあり，因果関係を明確に述べてはいないが，原爆投下が日本の降伏の主要因とする俗論に陥っている

ように思われる． 
松井論文「皇軍細菌戦に対する中国民衆被害者の裁判闘争」は，日本軍による細菌戦の実態を中国で

の詳細な調査により明らかにし，細菌戦が七三一部隊のみでなく実戦で使用されたことを示している素

晴らしい論文である．中国人被害者と日本人の友好・連帯の拠点としての NPO法人「731部隊・細菌戦
資料センター」の今後の活動に期待したい． 
前田論文「戦略爆撃の実相」は，「戦略爆撃」の歴史を現段階でレビューした好論文である．その歴

史において日本軍による重慶爆撃の意味を詳細に検討している．しかし，「広島と長崎に立ちのぼった

原爆きのこ雲を最後に，第二次世界大戦は終結した」とし，さらに，ブリタニカ国際百科事典の「核を

用いて爆撃しないかぎり戦略爆撃では敵国を屈伏させることはできないというのが，今日では定説とな

っている」という記述を引用して，日本の第２次世界大戦における敗戦がその例であるとして，中村論

文と同様に俗論に陥っている． 
矢ヶ﨑論文「内部被曝隠しは放射線犠牲者隠し」は，内部被曝についての危険性を指摘する好論文で

ある．しかし，ICRP に対する批判の論拠などが少し古いように思われる．例えば，1951 年の「内部被
曝検討委員会」廃止を根拠に ICRPの内部被曝無視は政治的なものとしているが，1951年当時に内部被
曝の危険性が一般に（専門家にも）どの程度明らかであったのか，疑問である．現在の ICRP103などを
引用して新しい批判が必要ではないか． 
児玉谷論文「冷戦後 1990 年代のアフリカの紛争」では，アフリカにおける諸問題の根源に数百年に

わたる欧州列強や米国による鉱物資源や人的資源の略奪がある筈と思うが，その点に対する洞察が足り

ないように思う． 
康論文「日米軍事同盟強化と東アジアの平和」は，日本をめぐる平和問題についての本質をついた好

論文である．「北朝鮮の脅威」を取り除く確実な道は「平壌宣言」に基づく日朝国交正常化の実現であ

り，「戦争を放棄した憲法」と「戦争に協力する日米安保条約」が共存する矛盾を取り除くことが日本
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の喫緊の課題という．同感である． 
保母論文「大震災の復興に科学者の良心と勇気と先見性を」は，シリーズ＜震災と原発事故＞の第一

報目を飾るに相応しい好論文である．国民の期待に応える科学者運動が今こそ必要である．その中で日

本科学者会議の会員の増加を図りたい． 
明田川論文「日米安保体制と沖縄基地問題」は，沖縄の米軍基地問題の現状を明らかにする好論文で

ある．政治は「思いやり」や「心づかい」や米軍にではなく沖縄に対して向けるべきということばは重

い． 
北川氏のブックレビューは瑞瑞しく，ぜひ武藤軍一郎著「砂川闘争の記	 ある農学徒の青春」を読み

たくなるような好書評である． 
大会決議(p.57左段下から 8行目からの文)に繋がらない部分があった． 

 
◆９月号読書会	 9 月 12 日午後 2 時―5 時	 

＜特集＞温暖化する地球とその対策	 

林論文「地球温暖化についての科学的知見」は，地球温暖化についての科学的知見を分かりやすく説

明された絶好の解説文である．地球大気の温室効果により，地表の平均温度が 15℃となっていることや
海洋の大きな熱容量が地球環境の急激な変化を抑えていることなどを教えてくれる．また，槌田敦氏や

武田邦彦氏などの温暖化否定論者への批判も鋭い．しかし，＜おわりに＞の中で，酒井氏の意味不明の

伝聞や「世界各地で火災が多発していることも，地球温暖化と関係している」との根拠不明の推論があ

るなど，尻すぼみの感があり少し残念である． 
安田論文「二酸化炭素による地球温暖化と地球環境」は，地球の温室効果について水蒸気と二酸化炭

素が果たす役割の説明を，一層モデル（図１）を使って簡潔に説明している．「水蒸気は大気中で増加

すると，水滴や氷晶になりやすく雲を形成し，降水となって地上に落下しやすい」ので「水蒸気による

温室効果は全地球的な環境問題にはならない」とあるのは，だいたい納得できる．しかし，もう少し詳

細を知りたく思う．つまり，温度が上昇して（したとして），空気中の水蒸気が増加すれば，温室効果

による温度上昇がある一方，雲による太陽光の反射や降雨による温度低下もあり，それらのバランスで

収支決算がどうなるか，この点についての解説が欲しい（IPCCの 2007年報告によれば，このような効
果も含めた自然起源の要因のみを考慮した数値シミュレーションでは，温暖化は起こらず，CO2増加な

ど人為起源の要因を加味した場合のみ温暖化が生じている）． 
p.14右段下から 8行目「上昇率の 0.38~0.63%を占める」は，「上昇率の 38~63%を占める」の校正ミス

であろう． 
川崎論文「地球温暖化と漁業」の日本海における平均海面水温の長期変化のデータ（図１）は，ショ

ッキングな内容である．100年で 1.3~1.7°Cの平均海面水温の上昇があるという．これが，日本海の魚
類生態系を変えた主要因であると思われる．大気—海洋—海洋生態系から構成される地球表層システム
の基本構成（レジーム）が数十年というスケールでシフトすることをレジームシフトという．しかし，

日本近海の温度変化は，このレジームシフトではなく地球温暖化の影響が大きいという．高知県では，

近年，早生まれのアユがほとんど川に帰ってこないようになったが，土佐湾の平均海面温度のために川

に登る前の稚魚が死滅したことがその原因ではないかという． 
早川論文「温暖化防止条約交渉の現状と課題─交渉を妨害する日本」は，今年のダーバンで開催され

る COP17/CMP7 をめぐる問題点と昨年の COP16/CMP6 での日本が果たした否定的役割を整理して解説
している．福島原発後 25%CO2 排出量削減を棚上げしていく議論がある中で，脱原発の方向で 2020 年
に 25.2%の CO2排出量の削減が可能であるとの「CASA2020モデル」によるシミュレーションの紹介が
あり，その内容は脱原発をめざす人々にとっては心強い． 
上園論文「温暖化対策と地域社会の活性化」は，ドイツでの先進的な省エネ診断サービス事業の例を

紹介し，その応用として日本での省エネ診断事業の可能性を地域社会の活性化の観点から探ったもので

ある．事業の実効性やその規模の点で疑問がないわけではないが，このようなことを一つ一つ地方のレ

ベルから積み重ねていくことが大切なのかも知れない． 
特集以外にも注目される論文がある．生井氏の談話室「ブラウン運動と私の疑問」は，生井少年や生

井青年の姿を彷彿とさせ，爽やかで充実した読後感をもたらす．もちろん，本談話室が読者に与える最

も印象的な点は，研究者生井氏の真実を追究しようとする情熱である．後日譚を聞きたい．また，井上

論文「炭素循環解明に向けた“いぶき”（温室効果ガス観測衛星 GOSAT）の観測」では，宇宙から二酸
化炭素を測定する GOSAT プロジェクトなど最近の研究動向を勉強させてもらった．しかし，セクショ
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ンの番号が，４から７に飛んだり，図（特に図５~図７）が不鮮明であったり，「風下・風下の間」な

ど明らかな誤字があったり著者本人の不注意のみに帰すことだけでは済まないような点があったのは

残念である． 
（以上，三好記）	 

	 

５．行事案内	 

5.1	 原発と平和を考える集い	 

	 	 日	 時：10月 23日（日）13:30~16:30 
	 	 場	 所：ふくふくプラザ１階ホール	 福岡市中央区荒戸 3-3-39 
	 	 参加費：1000円 

第1部 映画 
「100,000年後の安全」（マイケル・マドセン監督・脚本，2009年） 
原発から生まれる放射能廃棄物の放射能レベルが無害になるまで最低 10 万年を要すると考えられ
ている．フィンランドで建設中の世界で唯一の放射能廃棄物最終処分場を取材し廃棄物の埋蔵をめ

ぐって未来の地球の安全を問いかけるドキュメンタリー． 
第2部 講演 
「戦後日本の原子力政策の破綻と改憲問題」（熊野直樹さん，九大教授） 

	 	 主	 催：「原発と平和を考える集い」実行委員会 
	 	 事務局：「日本の科学者」読書会 

5.2	 「原発なくそう！市民集会」	 ー	 「原発なくそう！九州玄海訴訟」に向けて	 

	 	 日	 時：10月 23日（日）14:00~16:30 
	 	 場	 所：佐賀県駅北館（旧佐賀県勤労者福祉会館）佐賀市神野東 2-6-10 
	 	 資料代：300円 
プログラム：・「福島の被害の現状報告」（中手聖一氏） 

・ 「低線量放射線内部被曝の影響について」（戸田清氏，長崎大） 
・ 「原発なくそう！九州玄海訴訟」弁護団準備会からの提訴報告 
・ 各会からの意見・決意表明 

	 	 主	 催：「原発なくそう！九州玄海訴訟」を準備する会 

5.3	 第３回原発シンポジウム「原子力発電と代替エネルギーの展望」	 

	 	 日	 時：10月 29日（土）13:30 ~ 16:30 
	 	 場	 所：九州大学箱崎キャンパス	 国際ホール 
	 	 	 	 	 	 地下鉄「箱崎九大前」徒歩 10分	 	 西鉄貝塚線「貝塚」徒歩 10分 
	 	 	 	 	 	 西鉄バス「九大北門」徒歩 5分 
	 	 内	 容：（１）青野雄太（九州大学）「自然エネルギーの潜在力と脱原発」 
 （２）江原幸雄（九州大学）「地熱エネルギー利用の現状と将来展望」 
 （３）大屋裕二（九州大学）「風力エネルギーの有効利用と将来展望」 
 （４）質疑討論 
	 	 参加費：500円 
	 	 主	 催：日本科学者会議福岡支部 
	 	 共	 催：同	 核問題研究委員会	 エネルギー研究会	 福岡環境研究会 
	 	 	 	 	 	 NPO法人・再生可能エネルギー推進市民フォーラム西日本（REPW） 
	 	 連絡先：日本科学者会議福岡支部事務局長	 小早川義尚 九州大学大学院理学研究院 
	 	 	 	 	 	 電話：092-642-3901	 	 	 	 E-mail: kbykwrcb@kyushu-u.org 
	 	 サイト：http://web.me.com/emiyoshi3/JSA_Fukuoka/Nuclear/entries/2011/10/29_symposium10_29.html 

5.4	 「さよなら原発！福岡１万人集会」	 

	 	 九州・沖縄・韓国に住む市民でつくる「さよなら原発！福岡１万人集会」 
	 	 日	 時：11月 13日（日）10:00 ~ 
	 	 	 	 	 	 10:00 ~ おまつり広場，フリーステージなど 
	 	 	 	 	 	 13:00 ~ さよなら原発！大集会（中央ステージ） 
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	 	 	 	 	 	 14:00 ~ パレード開始（天神へ向けて） 
	 	 場	 所：福岡市舞鶴公園（福岡市中央区城内１） 
	 	 事務局：「さよなら原発！福岡１万人集会」本部	 電話：080-7086-0034 

5.5	 『日本の科学者』読書会	 

	 	 日	 時：11月 14日（月）14:00 ~ 17:00 
	 	 場	 所：ふくふくプラザ 603室（福岡市中央区荒戸 3-3-39） 
	 	 内	 容：	 『日本の科学者』１１月号＜特集＞東北地方太平洋沖地震と巨大津波 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ＜特別企画＞「大逆事件」判決と『青鞜』から 100年 
 
	 	 なお，12月例会の予定は 12月 12日（月）です．ふるってご参加ください． 

5.6	 エネルギー研究会	 

	 	 日	 時：11月 26日（土）14:00 ~ 17:00 
	 	 場	 所：九大博多駅オフィス（福岡市中央区荒戸 3-3-39） 
	 	 内	 容：「食料自給率の罠」(川島博之, 朝日新聞出版)，再生可能エネルギー（世界 11月号）ほか 
	 	 関心のある方の参加をお待ちしています． 

5.7	 JSA 九州沖縄地区シンポジウム	 

参加しやすい市内の会場を予定しております．各支部からの多くの報告をお待ちしております． 
	 ＜日時と会場＞ 
	 	 日	 程：12月 3日(土)午後 ~ 4日(日)正午（3日は市民に公開） 
	 	 場	 所：宮崎大学工学部講義棟 B101教室 (3日の会場) および B201教室 (4日の会場) 
	 ＜分科会の名称＞ 
	 	 (1) 九州沖縄における地域発展の課題―原発・エネルギー・環境・地域再生の現状と課題― 
	 	 (2) 高等教育をめぐる現状と課題 
	 ＜報告書作成＞ 
	 	 (1) 報告テーマの申請期限：10月 31日(月) 
	 	 (2) 報告書原稿の提出期限：11月 18日(金) 
	 	 (3) 報告書の書式：上下左右のマージン 25mm を指定し，タイトルを大きめの文字フォントを使う

こと以外は，特に指定の条件はありません．pdfファイルにて，下記まで提出してください． 
	 	 (4) 申請/提出先：平野(JSA宮崎支部副支部長) <hirano@cc.miyazaki-u.ac.jp> 
	 ＜懇親会＞ 
	 	 (1) 会場：ニューウェルシティー(予定)‐宮崎市中央公民館のとなり 
	 	 (2) 会費：3,500円 
 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶	 

（編集後記） 
脱原発あるいは反原発の気運が高まる中でさまざまな集まりがかち合ったりしている．行事案内欄 5.1
の「原発と平和を考える集い」と 5.2 の「原発なくそう！市民集会」にともに参加することは不可能の
ようである．また， 久々のビッグイベントである 5.4の「さよなら原発！福岡１万人集会」に参加する
ことは，残念ながら出来そうにない．同日，「原子力発電と自然エネルギー」というテーマで講演をす

ることになっている．しかし，このような脱原発の壮大な動きの中で，自然エネルギー利用に関してド

イツ並みのレベルに早く押し上げたいものである．その意味でも，5.3 の第 3 回原発シンポジウム（10
月 29日）は是非とも成功させたい． 
いま，「ショック・ドクトリン」（上下各 ¥2500，岩波書店）という本が静かなブームとなっている．
ナオミ・クラインというカナダ生まれのジャーナリストが書いたもので，副題にある Disaster Capitalism
を惨事便乗型資本主義と的確に訳している２名の訳者の能力も高いように思われる．3.11以降の復興に
「創造的復興」ということばが跋扈しているが，これは新自由主義の旗振りどもが言っていることであ

る．本書では，人間の不幸を「利益のチャンス」と捉える新自由主義の酷薄を見事に描き出している．

「ナオミ Naomi」という名前から日系人かと思ったが，そうではないようである．著者・訳者３名すべ
て女性であり，これら女性の力に感服の至りである． 

（EM記） 


