


はじめに

 
最期の自由とは、すなはち自殺である。どんな状況でも自殺と思考は自由である。どんなに失恋

しても、 この世の地獄でも、拷問されても、本来自由であり、しかしながら、生存本能がある生
物は、自殺しない。で結果、病つまりウイルスにやられるか、他人に殺さ れて死ぬ。自刃や自殺
するほどの人間は成功する。でも成功を見ずに、自殺するひとがおおい。尊敬する。練炭でもロ

ープでも、実際にやって、未遂におわらず 成し遂げたひとは、やはり凄い！人間が自由であるこ
との証明だ。もちろん勧めないけど、殺されるよりいいのかも。でも僕のような、意志薄弱には

できない。 だから尊敬する。
 
こいつ、一体どんな奴だ？

 
日本人にとっては、為政者がたとえヒットラーだろうがカダフィだろうが一向に構わない。日本

の場合どんなことがあってもメディアを飼っているのだから、国民はそれに従順に従い、外圧以

外で政権が倒れることはありえないのだ。人々は国内メディアだけを信じているのだから、外国

からどんな情報が流れよう と平気である。65年間英語英語というだけで実は英語の理解度はアジ
ア内でも極めて低い。ましてグローバルというカタカナの日本語しか読まないのであるか ら、
グローバルという日本語の意味でのグローバル化でしかないのは当然である。

もし外圧が酷ければ外圧に隷従すればいいのだから、権力者は国民に配慮する必要が全くないの

である。配慮するのは税金を独り占めしないで多少機密費としてマスコミに渡す程度の配慮だけ

で十分なのだ。だから「輿論」はマスコミがコントロールして場合によっては捏造までしてくれ

るのだから気が楽である。まさに 為政者にとって日本国は天国のようなところであるのだ。
第一反発しないのだから、弾圧もいらないし、もちろん為政者が殺される心配は限りなくゼロに

ちかい。外国からの情報が入って来ても読めないし読もうとしないのだから、無限に開かれてい

ても心配ないのだ。

何を根拠に？

四年前まで「報道ステーション」と「田原特番」をやっており、その前は「ザ・スクープ」

や「ニュースステーション」をやっていた。でそれまではニュースは、テレビ局のお荷物で、電

波権にたいする義務で、一定時間いやいややってるいわば税金みたいなもんだった。それが1985
年ごろ「商品」になった。これは「商品」価値をもたせた久米宏や外部プロダクション「オフィ

スツーワン」の貢献でもあったが、一面、本来の報道を曇らせる一種のビジネスにした罪もあ

った。

で、 それから20年以上たった現在、私やフリーのドキュメンタリストは序序にいなくなり、自身



も頸になった。そしていまや、取材費がやすくてすむ、お笑い若手 芸人や、グルメ、スポーツ
といった話題がおおくなり、ヘビーなものは経営てきにも、トレンド的にも避けられるようにな

ってきた。私企業だからしょうがないけど、NHKまでその傾向だ。かって地上に君臨した恐竜の
ように、テレビも滅んでいくんだろう。　

でもおもしろおかしい（くないけど）ことをやっても嘘はルール違反だ。テレビをめぐるいろん

な事件の真相をたまたま漏れきいてきたこの私は、だからといってテレビ以前の映画にもどるき

もしない。すでにほろんでいるから。

でもネットでもデジタルでもない。次のメディアはなんだろう？

 
数多くのブログを読んだ中で、もっともまっとうなのが、岩下俊三のものだった。

 
政治家の誰を押す訳でもなく、政党の宣伝もない。

”正義”とまっとうな”常識”だけで社会を批判する俊三の目は、日本と次世代に対する愛に溢れて
いる。

その俊三が、一度ネットから去った。引用部分は、去る彼に送ったブログからである。

「岩下俊三に送る：みんなに送る」（2011.10.26）
 
一年後、帰ってきた俊三は、閻魔と名を変え、現在のタイトルでブログを再び始めた。

 
その閻魔が、つい先頃の東京都知事選に、日本の危機と将来を救うチャンスがあると喝破して大

論陣を張った。

 
本誌に収録した第一章から第三章に転記する閻魔の三つのブログとそれぞれに寄せられた読者コ

メント、それら一つ一つに丁寧に返答する閻魔のコメント返しすべてを網羅したものである。意

見の対立や批判もある。

 
編集人は、これらのブログとコメントのやり取りの中に、今の日本の原図があり、日本人の原図

があると考える。縮図とは言わない。原図である。

この原図をできるだけ多くの人に考えてもらいたい。それが、この出版の意図するところである

。

 
いくつかの誤字、脱字があるが、あえて修正せず、そのままにした。

 
 
 
 

http://stratpreneur.chalaza.net/?eid=674
http://lalanina.at.webry.info/201302/article_2.html


 
尚、表紙に使わせていただいたかわいい閻魔は、絵師　虫麻

呂死の作品です。サイトにリンクしていますが、購入するた

めに連絡取ろうとしたのですができませんでした。もし、ご

覧になりましたらご連絡お願いします。 
 
 



第一章：くたばっちまえ東京

 

 
日本人のほぼ一割

の約34％がもっとも関心を持っていることは景気であるということが都知事選の結果明確にな
った。とにかく目先のゼニさえあればどんなDV変態禿でもいいと言いうことである。卑屈で醜く
て三白眼で嫌らしい顔がお好みであるらしい。

 
そんな都民なんか富士山の大噴火によって全部滅んでしまえもうしらん。

 
俺のしったことか、天下の愚民を心配した俺がバカだったということだ。大馬鹿野郎の癖に性懲

りもなくブログなんぞやった岩下俊三もクソ野郎でしかなかった。死んじまえ！

「死んじまえ！生きててもろくなことはない。」（2014年02月09日）
 
コメント一覧

 
1. piro_23 2014年02月09日 22:45
いわゆる組織票が、ブルドーザーか重戦車のごとく全てを踏み潰していった…
そんな感じでしょうか？

 
2. 山田蛙 2014年02月09日 23:28
死なないでください。

私は宇都宮氏を支持しますが、このブログ好きです。

http://blog.livedoor.jp/shunzo480707/archives/4621791.html


 
3. 反体制 2014年02月09日 23:45
竹中、小泉、安倍＋カルトによって追い詰められて疲弊して骨抜きにされて…
誰も都民を責めることなんて出来ませんよ…
 
4. オクやん 2014年02月09日 23:49
まぁ、宇都宮氏と細川氏が一本化できなかった事で結果は見えてましたが・・・

ただ、宇都宮氏と細川氏の投票率と禿の差は、それ程開いてはいないので、ある程度成果はあっ

たのではないでしょうか。

 
5. 渡辺　日出男 2014年02月10日 03:06
田母神の60万票が私にはショック。本当の勝負は2年後だから、できることを全部やろう。俺は、
自分のブログは捨てた。誰もがスターになれる訳ではない。しかし、君にはその可能性が大きい

。読者次第だ。

 
6. 愛読者 2014年02月10日 09:03
立て 立つんだ! 岩下俊三!!
 
7. 土瓶蒸し 2014年02月10日 09:29
宇都宮氏＋細川氏＋お天気なら安倍に勝っていたわけですから、まだ絶望するには早いですよ。

ふと、太宰治「津軽」の最後の行に書かれた言葉を思い出しました。

‘さらば読者よ、命あらばまた他日。元気で行かう。絶望するな、では、失敬’
 
8. vuvantom 2014年02月10日 10:27
岩下様

相手が人間だと思うから殿様とやくざ筋に期待をしていましたが、相手が人間じゃないとしたら

陰陽師か大魔神のご登場を願うしかないかもしれません。

 
そもそも東京と言う土地が欲望を引き寄せるところだったのでしょう。

岩下様がその東京に距離を置いたのはそれなりに理由のあることかと思います。

自分も仕方なくこの東京の隣接地に居を構えていますが、出来うればもっと距離を置きたいと思

いますし、そんな大都市のことなんて年に数回テレビで見るくらいになりたいとも思っています

。

でもね、道ずれにされてたまるか、って思ってます。

 
その灯だけは消したくないなと。



9. 閻魔 2014年02月10日 10:43
piro_23さま
組織票と言われるが連合（電機労連＝東電）が東京を制圧しているとしても、組合員に一人一人

は人間です。いかに会社で舛添に入れろと言われても建前投票の自由は許されているはずです。

出口調査の際、誰に入れたか正直に言う人たちが原発について「のみ」嘘を放置しているという

のは矛盾しています。

 
ということは、内心原発に反対でも、出口でNHKに問いただされて嘘をつけないので舛添に入れ
ましたというしかないのでしょう。つまりNHKは旧東ドイツの「シュタージイ」なんですね。
 
速報はこのNHKという名の秘密警察にによる尋問と投票所に配置された集計作業をしっかり目視
で投票用紙の内容を「監視」している記者の逐次連絡によって成立しています。

ゆえに投票終了とともに当確になるのです。だからすでに開票作業自体は再確認以上の意味はな

いのが実情です。つまり開票という儀式を追加しているだけなんです。

 
10. 閻魔 2014年02月10日 10:56
山田蛙さま

あなたさまのような心優しい人は東京都民には残念ながらつねに一定程度しかいないのでしょう

。東京を愛する人、人を好きになり人の痛みが分かる方が少ないのだと思いました。

 
今東京にはぎらぎらした欲望で集まってきたひとたちによって占拠されたのです。投票の動機で

一番多かったのは「景気・雇用対策」なのです。欲望の甘い蜜を吸うための都市東京にもう粋で

いなせな江戸っ子はもういなくなったのでしょう。

11. 閻魔 2014年02月10日 11:06
反体制さま

いままで反体制さまに反論していた自分が情けなく馬鹿でした。ご説ごもっとも、です。平伏い

たします。靴を嘗めろとおっしゃれば三回まわってワンと泣きよろこんで靴を嘗めます。

 
負けは負け、百万回言い訳しても負けは負け、切腹でも命じていただきたいと切望しています。 
 
細川の殿も潔く負けを認めて自刃なさることをお薦めします。小泉は原発推進のお上に逆らった

不届き者として罪で打ち首獄門でしょう。

 
12. 閻魔 2014年02月10日 11:15
オクやん　さま

足したたら舛添禿に肉薄したとか、「たら」「れば」は選挙「戦（いくさ）」にはありません。



負けは負け、準備期間が短かろうと、大雪が降ろうと、一本化できなかろうと負けは負け、惜

しかったとか大敗北とかも皆同じ負けは負けです。

 
冬季オリンピックが行われていますが「奮闘したけど」「よく頑張ったけど」とかいうのは間違

いです。要は負けたのです。それ以上もそれ以下もありません。

 
勝てないから悪い。それだけです。

 
13. 閻魔 2014年02月10日 11:30
渡辺日出男さま

やりたくない。馬鹿馬鹿しいというのは本気です。饅頭怖いじゃないんです。でもこういう敗北

感極まっているときに限って、さらに望まないアクセスが急増して、読者を裏切るわけにもい

かず、困っています。

 
田母神が多いと言うことはネットによる空中戦はウヨの増殖を諮るだけで、反原発や知識人には

役に立たないツールであることを証明しています。

つまりネットとはチュウボウの遊戯でしかなかったということです。ゆえに中学生並みの知能し

かない大人の田母神票はこそがネット時代の成果だったといえましょう。

 
だからこそ、聡明な方はネットを見限るのです。たぶん脳梗塞老人の僕とか乱心した殿さまぐら

いしか夢見るなんてことをしないのでしょう。つまり、チュウボウとぼけ老人の自慰をブログと

いうのです。

 
14. 閻魔 2014年02月10日 11:47
愛国者さま

肉体的にはすでに臨戦態勢のときのはもう役に立たず、わずかに朝の一瞬だけで覚醒すれば直ち

に萎えるという状態です。昔から臨戦態勢になる「場面」は多かったものもともと機能的には最

低レベルでしたから、６５歳になった今としては当然と言えば当然でしょう。

 
ゆえに肉体的に立つことはもうありませんが？？？精神的に立てと言われても目の前の厳然たる

事実の前では

委縮せざるを得ません。

 
いくらドンキホーテを気取っても生物学的に高い知能を自己納得だけで誤魔化すことはできま

せん。

これは、べらんめー調の麻生がいくら庶民の振りしても、心身ともに弱い晋三がいくら強がって

も無理だというのにちょっと似てるのかなと思います。



 
15. 閻魔 2014年02月10日 12:05
土瓶蒸し　さま

太宰らがフィクションで「生きる」ことに執着しているのは、つねに死にたいと絶望し、死にた

いと思っていることの裏返しなんです。なぜ「ら」というかといえば本物の文学に溺れたモノの

宿亜としてつねにそれは付きまとっているのです。それは透谷、龍之介や康成、三島だけでなく

自殺しなかったものでもすべて持っている「破壊への欲情」であり目覚め時の馨しい珈琲ににほ

いにもにた「死」の匂いでもあるのです。 
 
故に慎太郎は文学に一番遠いところにいるのです。かれが芥川賞を取った時以来日本に文学がな

くなり同時に日本の「美しきもの」「をかし」がなくなったと思います。 
後悔の都知事選がそれを象徴しています。「醜」こそが今の日本の「旬」なのです。

さあ、みなさん、役立たずの世阿弥の花伝書など破棄し燃やしてしまいましょう。

 
16. フーさん 2014年02月10日 12:11
岩下様 
今回の選挙では高齢者の舛添支持が多かったと聞いています。

世の中というよりも、団塊の世代以上が今が良ければいいという選択をしたのです。

 
若い世代に反原発を鼓舞するべきと、思い知らされました。 
戦略転換の時でもあります。

 
17. 閻魔 2014年02月10日 12:30
vuvantomさま
平将門の怨霊が関東大震災や東京大空襲で帝都を灰燼にしたように、GHQもおそれ、長期信用金
庫さえも破たんさせた「怨霊」に期待するしかないでしょう。

こうなりゃ神頼みしかありません。将門の首がこの腐りきった帝都をすべて灰にしてしまうこと

ぐらいしか僕の望みはありません。

 
東京には醜い欲望だけが渦巻いています。長州の田舎ものが江戸を占拠したことが「そもそもの

」間違いでした。

いままた長州の大ばか者が天下をもてあそんでいます。

 
怨め将門、怒れ富士山。こうなったら大魔神の力で洗い流すしかありません。

 
18. 閻魔 2014年02月10日 12:39
フーさん　さま 



若い世代は棄権するか田母神支持なんです。棄権すると言うことが政権を最も喜ばせることでし

たから、若者は安倍や舛添つまり下痢や禿が好きなんでしょう。人の好みには何も言うことあり

ません。

 
老い先短い老人の大半は目先のゼニさえあれば自分が死んだあとの日本の未来なんかどうでもい

いのです。

つまり総じていえば東京全体が東京愚民なんです。

なかでも一番犯罪的で愚民なのは棄権した有権者です！！！！

 
19. 宗純 2014年02月10日 14:06
昨日の夜、八時に思わず『ギヒヒヒヒ』と笑って仕舞った。

歯を食い縛って笑うと、このようになりますが、自分の立てた悪い予想が１００％当たるほど不

幸はありません。

 
タレント崩れの枡添ですが、名前だけで最低でも８０票は集めれるのですよ。

これに自民公明に連合が加われば、今の数字は当然でしょう。

何の組織も無いネズミ男のそのまんま東でも１７０万票だったのですよ。

そのまんま東が立候補してタレント票が分散すると、宇都宮など他の候補にも十分に勝機があっ

たのです。

当選して『世界一のおもてなし』と語るが、枡添ですが、おもてなしの意味ですが、多分漢字で

書けば表無し（全部裏）。嘘ばっかりなのですよ。

福島県の小児甲状腺がん（確定＋疑い）７５人になり、もう本当なら隠せない。

今回の都知事選挙自体が猫だましなのです。

ソ連はチェルノブイリ原発事故から５年後に崩壊するが、矢張り福島第一原発事故後の日本も崩

壊は避けれないでしょう。

20. 反体制 2014年02月10日 14:58
子どもにね指摘された事があるんですよ。

 
私がね悔しがってたら「自分が候補者と思ってやったの？」って

 
必死になってやってたのゎ事実やけど…やってやってる。あんたたちの事やで、何でわからん
のん!?
 
小さい子に指摘されて、ハッと…恥ずかしくなりました。 
 
ヤらして貰えてる。私たちの将来事、皆で考えれたら素敵やね♪ なんですよねぇ 



あなた様を見ていると日本から虐めが無くならないような気がします。。。すんません、私の今

の思いです。

21. 閻魔 2014年02月10日 16:04
宗純さま

息を吐くように嘘をつくことが政治家のスタンダードになっています。だから政治家は本気にな

ったらダメなんです。よくわかりました。選挙民は本気が嫌なんです。嘘つきが大好き。これは

うそつき時代は大人気、本気の今は嫌いだという元総理への対応の仕方で理解できました。

 
都民の選択は「嘘」と「醜」ですから、どうか自己選択で思い切り放射能を浴びて暮らしていた

だきたいと思います。自由意思は誰にも妨げられないのです。

 
どれだけ隠しても海と空と地中に放射能は漏れており小児甲状腺がんは付加級数的に増えていく

でしょう。

 
それでも、破滅への途をひた走りたいというのですから安倍自民ナンミョウとともに「よろこ

んで」滅亡すればいいんじゃないですか。僕などの余計なおせっかいなんてもういらないでし

ょう。

 
22. 閻魔 2014年02月10日 16:18
反体制さま

そのとおりです。僕をこれから「恥」と呼んでください。あすから首に「恥」とかいたプレート

でもつけてあるきましょうか？

 
みっともないのです。立候補してないのに本気で政治にかかわった自分を恥ずべき人間だと思い

ます。これからは「政治」とは関係ない「まともな」人間として生きていきます。もし「政治」

と関わらざるを得ない場合で、完全従属権力のパシリとなることを誓います。

 
負けは負け、負け犬のまま生きてる恥知らずな男それが僕です。立候補してないのに自分が立候

補しているかのように勘違いして政治にかかわった罪を反省します。三角帽をかぶって引き回さ

れても文句はありません。

完全に参りました！もっとなぶってください。負け犬の当然の報いです。

 
23. 閻魔 2014年02月10日 16:30
つづき

 
理由？簡単です。弱いから負けるのです。劣っているから負けるのです。馬鹿だから子供にも馬



鹿にされるのです。アタマが足りないからブログに都知事選のことを書いていたのです。 
 
恥知らずだから大声で「反原発」と叫んでいたのです。そして都民の判決は下り。 
 
私が間違っていたと反省させられるのです。政治にしらけて投票に行かないことがただしかった

のです。覆水盆に返らず。負け犬に何の権利もないのです。

 
敗北は死。以上。

 
24. 渡辺　日出男 2014年02月10日 18:48
俺は、反体制の言い分好きなんだけど、これはちょっと違うと思う。俺は、これまで有権者の知

恵と意識が高くなるようなブログ活動してきたのだが、それだけじゃ駄目ってことがわかった。

閻魔のやり方は、一つのやり方なんだ。いじめに繋がるかどうかは、いくらけなしてもそこに相

手を思いやる何か、つまり、惻隠の情ってやつがあるかどうかだ。

 
閻魔にはそれがあるだろう。俺は、それを感じるが・・・。

 
人には人の役割がある。政治家になるにはそれ相応の理由があるのだろう。しかし、立候補しな

くたって政治に関わらなければならないのではないか？俺は、これまではそうしないようにして

きたが、もう限界だな。政治は、多くの人の生活をどん底に叩き込むこともできる。そして、今

、そうなりつつある。

 
人の戦い方は、それぞれ違う。閻魔には、これまでのスタイルで戦って欲しい。閻魔のブログに

救われる人も多いと思う。

俺は、海外紙でも国内紙でも日本の右翼と市場原理主義と戦うことにして、はじめている。

 
云っておくが、俺も生まれてこの方生きたいと思ったことはない。そういう奴だけが真正面から

戦えばいい。何時死んでも構わないと思っていても、まぁ、おっかなびっくりではあるけどね。

悲壮なこと云うのも愚痴云うのも柄じゃないが、生活のある人は、閻魔の云いたいことを自分流

に変えて少しでも周りの意識変革に役立つようにすればいいだけじゃないだろうか？それも、立

派な役割と思う。

閻魔の飛ばすシャボン玉。俺が飛ばすシャボン玉。消える前に誰かが掴んでくれたらそれでいい

。時間は掛かる。でも、飛ばすの止めたらお終いさ。

 
25. 十澄 2014年02月10日 19:53
いや、まだっすよ！

死ぬなんて早すぎる！



全て喪った負け犬の俺らにだって、東京の破滅と崩壊を見届ける権利がまだ残っているではあり

ませんか！

この放射能下のド田舎は、滅ぼうが滅びまいがさほど景色も変わりません。

ただ沈黙の春が広がるだけです。

 
でも、東京の破滅はそれはもう禍々しいまでに美しいに違いありません。

なんと言っても日本の首都、日本中からヒトと富を奪い取り続け、こしらえ続けた140年。
それを一気に瓦解させる！

それが我が福島からの愛をこめた「プレゼント」によるものか、大地の激怒か、はたまたある日

突然のデフォルト宣言によるものかは、まだわかりませんが…。
その日がくるまで、負けをかみ締めて生きていこうじゃないですか。

放射能の下でも、人間結構やけのやんぱちで生きられます。

 
それでも死にたいとおっしゃるなら、我が故郷いわきの名産を味わってからにしてください。

めひかり、どんこ、かれい、あいなめ、さんま、いわし…。
愛しくおいしい魚たち、でも放射能危険です、しかし死に対しは無意味なはず。

とくにこの季節のドンコの肝臓はもうとろけるような美味、あんこうそこのけです。

 
26. あの・・・ 2014年02月10日 21:02
愛国者、ではなく、愛読者と申します。

肉体的、なお話ではなく、精神的なお話をしたつもりが、言葉足りず申し訳ありません。

 
それと、女子（年齢はさておき、一応）も愛読者におりますので＾＾。

 
きょう一日、しっかりと食べ、しっかりと眠ってください。

そして、そんな一日を重ねていただけたら嬉しいです。

 
27. 山田蛙 2014年02月10日 21:40
私はふるさとがフクシマなものでコメントしました。

 
憎しみを超えて復讐でしか救われない者はどうしたらいいのでしょうか。

どうしても主犯格の小泉・細川などは支持できないのです。即時脱原発けっこうですが、過去の

断罪、復讐なしにこの国は成就できないと思っています。

私も高齢（62歳）です。閻魔さまのブログ人の本音が伝わってきて好きです。
 
28. 建設従事者 2014年02月10日 22:00
ご無沙汰してます。我々業界相当多忙ですが貧乏です。東京五輪このまま進むのですか。安藤バ



カ忠雄審査委員長の国立競技場建設、ああ馬鹿馬鹿しい。さて口直し、先週土曜日放映bs寅さん
夕焼け小焼け、太地喜和子良かったですね、200万騙され上京した芸者牡丹。そういえば、喜和子
、重吉、清、千恵子、久雄、治、みんなあの世ですねああ合掌。

 
29. 海坊主 2014年02月10日 22:40
都知事選、閻魔様の思惑通りには行きませんでしたがご自身でそれを全否定されるのは如何なも

のかと存じます。少ないチャンスの一つではありましたが、私たちが政治ショーに一喜一憂して

漂流してしまってはならないと思います。今日も新たな闘いが始まったと思い改めましょう。

 
悔しさと歯痒さを噛み締めての閻魔様の悪態だと私は受け取っております。細川・小泉連合が勝

ち残った先を見据えていた選挙前の閻魔様の言動には一理ありと私は発言させていただきました

。

 
日本のエスタブリッシュメント(財閥やジャパニーズマフィア)と米国のエスタブリッシュメントの
代理戦争の体を為していたように見える今回の都知事選ですが、日本のエスタブリッシュメント

の方が優勢だったということではないでしょうか。選挙・開票システムを手中に収めている側

が勝ったわけで、冷静に考えれば当然のことなのでしょう。選挙で変革を遂げるまでには刻が満

ちていないのでしょう。

 
30. パーソデロン 2014年02月10日 22:56
本当に今回の選挙の結果に関して情報操作をおこなったＮＨＫを筆頭とするマスコミ以上に東京

都民に失望いたしました。

原発事故にあった福島県の現状を考えれば、再稼働を進める自民党推薦のネズミ小僧を絶対当選

させてはいけないはずでした。

景気優先だのオリンピックの成功だのどうでもいいことしか言わない候補が圧勝では・・・。投

票に行かなかった都民のお方反省してください。自分さえよければなんて事考えていらっしゃる

ととんでもない事になるってこと、いずれ歴史が証明することでしょう！

岩下様日本の行く末を確認するためにも生きながらえてください！絶望感はどうしようもありま

せんが自分もなんとか生き延びて日本の終わりを確認いたします。

 
31. まるごと 2014年02月10日 23:11
私も同じように悔しく、情けなく、投げやりな気分になりました。独裁の何者でもないで

す（≧∇≦）

 
気象装置を使い、選挙日を大荒れにしマスコミに外出注意の大合唱をさせ投票率を下げる。また

原発が争点にならないようにしたり、もう凄いです。何でもありですね。マスコミもだらしなさ

過ぎるのではないでしょうか。



 
私は何が正しいのか、何を信じたら正しい方向に行けるのか分からないですが、安倍のナショナ

リズムには危険を感じます。

 
32. 三峯山 2014年02月11日 07:34
同行二人、いや多人ですよ。

 
33. 渡辺　日出男 2014年02月11日 11:23
山田蛙さま、失礼します。

“憎しみを超えて復讐でしか救われない者はどうしたらいいのでしょうか”
 
そのお気持ちは、韓国や中国が日本に対して持つ感情とまったく同じですね。私は、72歳で、真
珠湾の一ヵ月後の生まれです。猛烈に貧乏だった子供時代です。悩みました。日本に正義はあっ

たのかと。負けてアメリカに強いコンプレックスを持ちました。それを拭い去るのに、50年掛か
りました。しかし、私にとって戦争はまだ終わっていません。中国や韓国に対する贖罪が済んで

いないからです。賠償金のことではありません。しかし、バカ右翼共が、詭弁を用いて贖罪どこ

ろか、さらに罪を重ねています。山田さまが復讐したい相手は、今の右翼と同じで誤りを潔く認

めません。したがって、復讐するしかありません。復讐しましょうよ。閻魔がやっているのは復

讐そのものです。ただ、方法論と順序が山田さまと違うだけです。

 
そこで、提案。

前から考えていたのですが、愛読者の協力で、“閻魔ブログ傑作集”を刊行しませんか？
お金掛かりません。リンクは、その例です。第九章「上から目線」に閻魔のこと書いています。

文中リンクは右クリックで“新しいウィンドウで開く”をしなければなりませんが、このような形態
で良ければ、刊行できます。それは私がやります。（続く）

 
34. 渡辺　日出男 2014年02月11日 11:35
（続き）

但し、どなたかが過去ブログを探して、これというものをまとめて欲しいのです。できれば、読

者コメントも入れたい。閻魔ブログの魅力の一つですからね。読者を考えれば、せいぜい100ペー
ジが限度ではないでしょうか？

ワードにして私にメールしてくれれば、直ぐ作ります。何人かで手分けすればいいと思います。

表紙のデザイン。得意な人いたら作ってください。それ採用します。編集経験者のご助言も素直

に受け取ります。

ここまでは、やる気さえあれば簡単です。

 
その後、フェースブック持っている人は“現在3,000人ぐらいいる”ひっくり返しましょうぞ“の一人



ひとりと友達になって普及させます。目標、とりあえず10万閲覧数。私の刊行物で一番多いの
が（リンク。ふざけて値段つけていますが、実際は無料。全部試し読みできる。）現在12,800閲
覧数ですから、10万程度は私たち次第で可能です。
 
復讐ってのはこういうことを地道にやることです。そしたらいつか爆発するかもしれません。爆

発するかどうかはやってみなければわかりません。だから、やってみませんか？

Facebookで私と閻魔（岩下俊三）は友達ですから、私に連絡は取れるでしょう？
 
尚、この刊行作業には閻魔は無関係ってこと忘れずに。ですから閻魔の意見も不要。

 
35. kappa 2014年02月11日 16:52
ようやく気を取り直したというか、自分なりに整理したものでね、地獄の閻魔様のブログに要ら

ぬコメントを書きます。

 
いつでしたかこの前の選挙で、私は地獄に落ちました。

 
閻魔様はもうこれ以上落ちぬ地獄在住。

 
それでね、悲観に暮れてばかりもいられぬと、

 
「シシュポスの神話」のごとく・・・

また平地に落とされた岩を、愚鈍と言われようが無駄なあがきと言われようが、ゴロゴロ山頂を

目指し、汗かきながら黙々と転がしながら押し上げようではありませんか！

人はそれを笑うかもしれませんが、

人はそれを無駄だというかもしれませんが、

私は生きている限りそれを続けたいと思います・・・。

 
そんなことを書いた気がします。

 
今回はね、岩が平地に押し戻されたというよりも、谷底まで放り投げられて…・
これをまた押し上げろ、それが人間なんだ！と言われても…・
そんな気分です。

 
「反原発」を「反小泉・この世の矛盾を作った張本人の主張など誰が聞く」

と持って行った人たちの選挙戦略は天才的。

でもそれが敗因ではない。今更弁護士先生とか、予定調和の赤い人たちに対していう言葉はない

。



何が悪いのか、それは「投票しない人々」

 
その行為自体がすべてを壊す。誰に投票するということではない。メディアや既得権者、党勢拡

大の予定調和者たちの取るに足らぬ細かな問題じゃない。

 
馬鹿な人間が半分いて、投票すらしなかった。

政治家とか国家が悪いというのは国民の民度の裏返し。

 
フクシマの方々のお怒りはごもっとも。ただし今回の東京の政治の酷さを私は福島でも見ている

。要は、すべての国民が目覚めなければ話にならぬということだと思います。

 
正直、私は疲れました。

 
36. 閻魔 2014年02月11日 17:35
十澄さま

終わりを見届けたい気持ちはとてもよく分かります。しかし滅亡という瓦解とか崩落というのに

は少なくとも「滅びの美学」を感じないこともありませんせんから、見届けてもいいなとは思い

ますが、今回は「じわっと腐って」いく日本人卑劣さを診たのです。これは「醜」以外のなにも

のでもありまん。そんなもの見ても仕方がないと思います。

 
子供のころからずっとなぜか厭世観を持ち続けてきました。自己保身のために卑怯になって腐っ

ていく魂を多く見てきました。だから生きるために妥協に妥協を重ねて来た結果、いつのまにか

老いさらばえて自分自身が「醜」そのものになりました。

それでも僅かな望みがあったのです。孤独を怖れず連帯を求めて今日まで妥協妥協で塵芥とも同

衾してきました。しかしそれがこそが醜かったのです。

 
負けは負け、負けに不思議の負けはありません。

 
37. 閻魔 2014年02月11日 18:05
あの、、さま

いつも三島由紀夫が言ってたのは青銅器時代の天国は綺麗だったろうということでした。早逝こ

そが天国を美で溢れさ長寿の現代はさぞ天国は老醜に満ち満ちているだろう。だからそういって

いたころすでに中年に差し掛かり焦っていたようです。そしていくら鍛えても老いは彼を襲い

蝕み、あわてて死んでももう間に合いませんでした。

 
夭折の天才であるからこそ、美しいのであって、全世界の英知と財宝を持った干からびた老人よ

り何も纏わない無一物の少年のほうがはるかに美しいのは当たり前です。



 
だから全ては肉体なんです。肉があってその付帯として精神があるのだと思います。

たとえば羽生 結弦が美しいのは後天的な努力とか技術ではありません。無垢付けき髭の濃い筋
肉隆々の野獣たちがいくら王子様の振りをしてもぜんぜん美しくないのです。

 
羽生 結弦がいまの瞬間の華だからなのです。これは演技とかテクニック関係ありません。醜いOB
たちの評価などどうでもいいことなんです。

 
だから僕は死にぞこなっているから罰として地獄にいるのです。

 
38. 閻魔 2014年02月11日 18:28
山田蛙さま

復讐とかいうことが僕には理解できません。やられたらやり返すとか去年の流行語「倍返し」な

どにはあまり心が動きません。でも、おっしゃっている事や主旨は理解します。そうですね。

 
でも過去の断罪は必要ですが復讐は？です。

 
法学部でしたが、もともと信賞必罰という語彙が嫌いです。だからと言って右の頬を殴られて左

の頬を差し出す「聖人」ではありません。でも殴られたらそのままでしょう。死ぬまでは殴らな

いと思いますから。もしそれで死んだらそれまでのことです。やり返そうとは別に思いません。

 
逆に憎いと思ったら躊躇なく相手を殺すでしょう。たまさか殺すほど憎いと思ったことはあまり

無かったので殺していないだけです。それって偶然でしかなかったのだと思います。

 
それでも殺そうとしたことは何度かあります。でも復讐で殺したいと思ったことはありません。

やったらやり返すのではなく、そのときの自分の心理でしかありません。やろうがやるまいが、

殺したかったら殺す、愛したかったら愛する。

 
それだけです。

 
39. 閻魔 2014年02月11日 18:50
建設従事者さま

僕は寅さんのファンで全部映画館で見ましたし、最近でもDVDで何回か見ています。昔の僕の映
像の仕事に役立つ教科書であり、お手本でもありました。見事な場面設定とながれるような構図

、とくに山田洋次の最盛期の演出は見事です。

 
そのなかでもちろん「りりー三部作＋１」が一番ですが、マドンナ役だけとしての一番は太地喜



和子でした。浅丘ルリ子はいいのですが、はまりすぎてうますぎて溶け込みすぎています。全編

を貫く寅の「勘違い失恋譚」ではなくこの三部作は「恋愛成就譚」なんです。

 
この点天衣無縫、地のままで役になりきる彼女の「怪演」は鬼気迫るものがあります。作品とし

てもベストワン（リリー三部作を除く）ではないでしょうか。

 
40. 閻魔 2014年02月11日 19:09
海坊主　さま

僕はこの選挙戦に政治のある転換点を見ようとしていました。新しい政治の流れ、すべてを飲み

込む「反原発新党」の構図すら考えていたのです。

 
ところがとんだ伏兵にやられてしまったのです。

 
ここまで夥しい棄権者という「塊」があるとは思っていなかったのです。そして棄権が固定票「

しか」なかった舛添と自民ナンミョウを喜ばせシンキロウの思惑通りになったのです。

 
なかには「抵抗」としての棄権もいたでしょうが、ここはタイではありません。日本の東京です

。政治を批判しながら自ら棄権するのなら、間接民主主義を根底から覆す山猫ストや暴力革命を

やるべきです。それも出来ないくせに「抵抗」として棄権することは森喜郎の望みどおり「寝て

てくれれば」に同調することになったのです。

 
僕が愚民だと言ってるのは、彼らです。彼らは田母神や舛添に「投票」した人よりずっと「愚」

なんです。

 
41. 閻魔 2014年02月11日 19:22
パーソデロン　さま

僕は情報操作や世耕機関は与えられた業務を忠実にやっただけですから、マスコミや世耕機関は

撲滅すべきですが、現実にあるからそれは仕方ないことです。もし都民が本当に原発が嫌ならそ

の程度の情報操作など跳ね飛ばしているはずです。

 
ところが都民の選択は階級奴隷になることを自ら選択したのです。棄権というにはこのまま安倍

さまの言うとおりにして放射能を「喜んで」浴びさせていただきますから、どうかお金をくださ

いと言っているのです。

お金を頂いたときすでにジャガイモの値段が給料より高くなっていても構いませんから「景気」

というようなものを良くして下さいと言っている人が積極的に棄権して政権にさらなるフリーハ

ンドを与えたのです。

 



ゆえに既得権者と創価学会以外の東京都民は「愚民」なのです！！

 
42. 閻魔 2014年02月11日 19:32
まるごと　さま

何があったか僕は知りません。しかし何があっても「反原発」の意思がハッキリしていればこん

なことにはならない筈です。安倍政権はこの中間選挙的な役割の選挙戦に勝利して、ストレート

に軍事国家への途をひた走るでしょう。景気対策という絵に描いた餅をぶら下げて一億総白痴化

が完成し、国は亡ぶでしょう。

 
ご愁傷様です。

 
43. のすひろ 2014年02月11日 19:35
そもそも東京は国内のみならず海外もの欲の塊の都市です。

人々は欲と刺激に惹かれ国内外から集まっていますよね。

自分たちは被害がないと思っている、利用者であるそんな都民が

この際脱原発でスローライフを楽しみましょうと考えるはずがないですよね

福島県民でさえ自民候補者を当選させたわけでしょう？人の欲がそんなに簡単に少なくなるはず

がない。そのことは閻魔さんも分かっていたはずです。

 
馬鹿な私には政治って分かりませんが、反対というのは必要ですが、それより先にまず

人々に認められないといけない訳で、自民ナンミョウはそれがお笑いと情報操作と金と宗教であ

ることが分かっているからそれを使う、だから勝つわけでしょう？

左翼の人と良く意見交換もしますが彼らは理屈を述べますが自分がリスクを背負ってやる！とい

う人が絶対にいない。ただ理想論を述べては人々が騙されて理解できないというわけです。でも

私も含めて馬鹿は馬鹿ということも分かっていて馬鹿だと言う訳ですね。

これでは人は付いてこない

 
まずは自分がリスクを背負って人々に利益を配分してやる、人はそのことにより漸く

あいつの言うことを聞いてみようか・・・と思い出すのではないでしょうか？

子供は飯を食わせながら勉強さすしかない

まして勉強は辛くて嫌なもんです。

 
44. 閻魔 2014年02月11日 19:45
三峰山　さま

ダダをこねているだけだとお思いでしょう。歯がゆくて悔しくて悪態をついているのですが、割

と本気なんです。

僕と一緒に歩いてくれるかたがこの世にいることも知ってます。ありがたくて拝みたい気持ち



です。

 
で、でも、割と本気なんです。どう本気かというと、、、、。止めときましょう。たかが数千の

アクセスのブログではいくら増えても大勢に影響がありません。

 
僅かな供託金をどぶに捨てるのはやぶさかではありませんが、泡沫君たちの顔ぶれを見ていると

あそこまできちがいにはなりたくないなと思います。

 
やるかやらないか、「たたずんば、死」がモットーですから実は悩みは深いのです。

 
45. 閻魔 2014年02月11日 20:11
渡辺日出男さま

実はあなた様のさまざまのブログをいつも拝読していますが英語が苦手なものでいつもすごく時

間がかかっています。

 
殆ど僕と同じ考え方のようですが、僕に比べるとポジティブであり「若干」新自由主義的な「

匂い」がします（たぶん僕の誤読でしょうが）。でも面白く拝読させてもらっています。

 
いつも、いろいろご心配やご配慮いただきありがとうございます。ご指示に従いいろんなネッ

トワークにつなげたら閲覧者がわっと増えました。ただ数字というかスケールについて言います

とアクセスは累計でなく毎日の方しか

あてになりません。さらにあまりにも小さな数字なのでほとんど無力だと思われます。

 
何度も言いますが一分で１００万視聴以下のものは※なんです。だから僕はアナログ的に友達が

広がっていけばとおもって正直いいますと「自分のモチベーション・アップ」のためにやってい

るのです。

 
だから社会的影響力は「いまのところ」全く考えていません。

 
でも渡辺さまのお考え通り好きにやられることにはなんの異存もありません。

 
46. 閻魔 2014年02月11日 20:33
kappaさま
たしかに以前にも述べたようにシジホスの神話なのかもしれません。しかし僕はシジホスの神話

だとか賽の河原の石積みだとか自虐的なユーモアとして語ってますが、意外と本気なんです。

 
時期が来ればというか時節の到来をじっと待っているのです。その前に死んでしまうかもしれま



せんが、あの細川さんですら一回り多いのに行動したのですから、いま「伏している」状態なの

です。

 
政治的状況はますます悪化していますが、内心降って湧いたような都知事選に期待していました

。先祖は細川藩五十四万石の禄を食んでいたいたからというわけでなく、殿のご乱心の「乱心」

にこそ今の政治の光明を見たのです。しかしそれは幻想でした。

なぜ幻想かいえば、選挙民そのものが「いない」のです。民意が低いとか右だとかではなく「そ

こにある」前提が民主主義の前提がないのです。

 
腐った代議員制から直接民主主義の住民投票的な問題提起の仕方に「これだ！」と思ったので

すが、棄権者つまり民主主義の根幹が喪失しているのです。

 
やはりもう富士山大爆発しかないでしょう。W
 
47. 閻魔 2014年02月11日 21:02
のすひろ　さま

あくなき欲望を否定するわけではありません。しかし世の中には金はないけど欲望のない人もい

ます。そんな人はカネを借りても平気ですし、使っても平気です。だからと言って贅沢はしま

せん。心が贅沢だから、モノや食料で贅沢する必要がないのです。

 
逆に世の中には金がたくさんあってもまだ欲望の塊のような人がいます。そんなひとはあまりカ

ネを借りたりしませんし借りると異常に気にします。そんなひとは贅沢です。心が貧しいからモ

ノや食料で贅沢するのです。

 
金を分配する主義のヒトとカネを稼がせる人がタッグを組みましたが敗北しました。現実にはな

いけれどいつか自分のところに回ってくるという幻想を振りまく人に人心は集まったのです。

人心を掌握するのに、ご飯を食べさせる必要はありません。「ご飯を食べさせるぞ」とうそを言

えばその場の人心は掌握できるのでしょう。子供を勉強させるのはこれをやったら飯を食わせる

という方が、実際飯を食わせながら勉強させるより効果的だということを、今回の知事選でよく

分かりました。

 
東京ではスローライフは似合わない、東京は心も暮らしも貧しいということがよ〜くわかりま

した。

 
48. 反体制 2014年02月11日 22:12
愚民って…
その世の中作ったの我々大人でんがなぁ無責任なっ!!



当の本人、こいちゃんひょぉひょぉとしたはりまんがなぁ

 
ところで、ほんまにぃわたしゃ怒っとりまんねん、阿部ちょんとますぞぉーの握手…原発だけや
おまへんがな!!
東京都(日本)にゎ腑抜けに成らんように、民主主義守る為に教育、福祉、医療、子育て…色々あり
まんねん!!
それを原発の是非を問う投票みたいに…
奴らのあの嬉しそな顔!!
 
凹んでる場ぁいやおまへん!!
若いやつら人殺しにせんために!!
自衛隊、若い子たち増えてますぞぉ男女問わず…
 
たのんまっせ!!
 
49. kuroneko 2014年02月12日 11:15
冬季五輪いうタイミングも、実質、石原・猪瀬後継の舛添候補に有利だったのでしょうねえ。

舛添さんの過去＝自民党離党（→除名）も、自民党にひざまずかせたほどではないけど、イメー

ジをアップさせる要因になったような気がする。

自民党が舛添を嫌って、丸川珠代をたててガチ対決した場合と比べれば、政権党のしたたかさが

目立ちます。それに比べて、「一本化」がどうたらといってもめるリべ系は、お子ちゃま感が拭

えない。

 
マスメディアのとんちきさも大きな要素だと思います。

政治改革ブーム（細川）、郵政選挙（小泉）は、過去３０年に起こった二つの大きな「大衆政治

」のうねりだと思いますが、２０年前とか８年前とかの熱狂が再現するはずもなし。

 
これからの運動のポイントは、「オリンピック開催利権を特定秘密にするな」ってところではな

いかな。

 
50. 和久希世 2014年02月12日 11:34
面白い記事がありましたのでご紹介させていただきます。

「バカ国民帝国日本の滅亡◇FooL JAPAN！◇日本人人間化計画」という名のブログで
「１本化という分断工作」という記事です

http://ameblo.jp/shyusui/entry-11770223076.html
 
もうご存知でした？



私が洗脳されやすいだけなのでしょうか？

 
51. 反体制 2014年02月12日 13:40
↑↑正にこのブログの通り!!
 
52. 閻魔 2014年02月12日 14:28
反体制さま

愚民を創ったのは我々大人です。愚民にしたのは僕です。そうです、私が変なオジサンです。♪

変なオジサン〜。そのとおり！なぜなら僕自身が愚民だからです。そうです私が無責任です。う

だうだ言うことしかできない

無能でネガティヴな男それが私です。それがなにか？どうしましたか？

 
小泉純一郎がさばさばしているのは負けたからです。負けたからそれでおしまい。終わったから

さばさばしているのでしょう。それが何か？どうしました。

 
へこんでいる場合じゃないと言われてもへこんでいるからへこんでいるのです。

 
勝った我らが親愛なる指導者安倍晋三大将軍閣下や舛添新東京都知事閣下を崇め隷属してひざま

ずくことこそすれ、批難なんて大それたことなど出来る訳がありません。ひたすら平伏するのみ

です。今後おそらくは田母神将軍閣下の目指す理想の国家の臣民として卑屈にお追従笑いを絶や

さず生きるべき義務を全国民は負ったのです。

 
自分がそうしたのですから、当然将来子供達を戦争に行かせたいと言う前提のもとの有権者のご

判断ですから

国民たる者それにしたがうべきであります。

 
大日本帝国・万歳！！！

 
53. 閻魔 2014年02月12日 14:42
kuroneko　さま
これからの方針は二つしかありません。一つは放射能はカラダにいいから積極的に原発を推進し

、できれば急速に核武装して尖閣竹島を制圧する。二つ目は閉篭もり棄権を続け、無抵抗で非国

民化するか国家を捨てる。

それ以外の選択は思いつきません。

 
そのなかでも、もっともあり得ないのは市民が政治に関わり何らかの運動をすることです。これ

は国民に一定の「知能」がある場合に「のみ」想定できる政治参加ですが、「猿」と変わらない



知能の都民、国民にあっては不可能というしかありません。（猿には失礼ですが、、、）

 
もういちど「猿の惑星」を見て反省します。

 
54. 閻魔 2014年02月12日 15:00
和久希世さま

ゲーム世代の鋭い意見は面白いと思います。陰謀論の設定がユニークで基本的に資本主義や労働

そのものを否定している政治ブログ風のエンターテイメントは独特の歴史観に彩られ秀逸です。

 
しかし具体的な事実や検証をせずに資料と推理だけで組み立てておられるようで穿ちすぎのよう

な気もします。

 
実際に国会や自民党本部、議員開会、総理官邸に入ったことが無く政治家に会ったことも「具

体的」になくても

そこまで政治的になれるネット世界を頼もしく思います。

 
が、その反面現実の選挙ではネットが無力であることも痛感しました。もしネットにパワーがあ

るとしても田母神を支持する層が増大する効果「しか」ないだろうと思います。

 
なぜなら具体的な行動を起こさず、真剣さに対抗するのに「ふざけ」や「茶化し」がネット上で

は主流だからです。

 
55. 閻魔 2014年02月12日 15:04
反体制さま

まさにあなた様のような方にピッタリだと思います。どうか「バカ国民帝国日本の滅亡◇FooL
JAPAN！◇日本人人間化計画」ブログでご活躍くださいませ。
 
56. kappa 2014年02月12日 15:08
何やら赤い人で偉い人が、

「大健闘だ」と、負けたのにもかかわらず乾杯をあげたとか。

二人の元総理に勝ったと喜んでいるおじいさんもいたそうな。

 
だからね、この人たちは予定調和だっていうの。もともと勝つ気が無くて自民の補完勢力で、あ

まりに嵌ったもんだから勝利宣言しちゃっているバカ。

 
全逓、全郵政、今はJP労組かな？ずいぶん暴れて結構なことで。私は冬至から組合という人たち
がうらやましかった人間だから僻みがある。親方日の丸、親方組合。国民の血をすすって入り



ている吸血鬼という圏悪寒を持った時期もある。今の組合見ていると、社員、組合は貴族で、非

正規アルバイトは奴隷。そんな気分かな。

ま、電力労連も必死。

この上に、ナンミョー婦人部とズミントー原発既得権保持希望の連中がついたわけだから、

 
よかったんじゃない？この結果。

 
和久さま

「１本化という分断工作」という記事・・・

物には全く見方が正反対ということもあります。

どちらが正しいなどと簡単には言えないが、結果として「負けて祝杯を挙げる存在がいること」

はお忘れなく。

 
57. kappa 2014年02月12日 15:14
当時から・・・のまちがい。

嫌悪感・・・の間違いです。

 
ま、どうでもいいか。

58. 閻魔 2014年02月12日 16:50
kappaさま
日本共産党や組合は権力の分け前を貰いながら実に１９５５年７月の「六全協」以来ずっと異分

子を粛清しながら生き延びてきた「既得権益死守」の集団で別名「自民補完勢力」です。創価学

会（別名公明党ともいいます）と同じく常に一定の支持者を有しておりますがそれぞれの役割は

違います。共産党は自民裏部隊ですが創価は常に強いものの味方であることを隠していません。

これは宗教的洗脳とイデオロギー的洗脳の違いです。

 
人民を騙すことにおいては全く同じ稼業であり、ライバルですからお互いに憎み合っています。

 
この毛並みの違う二頭だての馬車が自民党なんです。

 
だから何度一時的に自民が政権を失っても別な与野党（共産、公明）内部の草が機能してすぐ政

権復帰を果たすのです。

彼らは信者とか党員を増やすことしか考えていません。だから志位は勝利の美酒に酔うのです。

当たり前田のクラッカーなんです。（ふ、ふ、、、古すぎる）

 
この結果が嘆きブログになったのです。



 

 
こののた打ち回るようなブログの出発点は、細川候補が小泉純一郎の応援を受けて正式に出馬宣

言をした時点に遡ります。

ジャーナリストの鋭い目が、これを政治の流れを変える絶好のチャンスと捉えました。「細川も

りひろ、都知事選挙出馬会見」（平成26年1月22日）を思い起こしてください。
 
第二章は、都知事選炎上ブログの発端となったこの会見当日のブログ「殿はご乱心ではない！こ

れでいいのだ、これがいいのだ。」（2014年01月22日）です。
 

http://www.youtube.com/watch?v=VuU82F-k2hQ


第二章：これで日本は変わる

　これで決まった。

細川護煕は悩んだし迷ったが決断したのである。

いかにも殿さま自体は正直であり誠実そのものだが殿に付

きまとう「悪家老」「悪代官」が多いのは仕方あるまい。

それでもやむに止まれず出馬するしかなかったのである。

彼自身にとって都知事になってもならなくても、よいことはなに一つもなく晩節を汚すだけでし

かないが、なぜか殿の義務感のようなものにつき動かされたに違いないのだ。

周辺の海千山千達にはそれなりのメリットも推測できるが、細川護煕自身にはデメリットしか

ない。それでも出馬するのは原発を止める千載一遇のチャンスは「今しか」ないからである。

 
純粋真っ直ぐクンとお花畑嬢そして党勢拡大に利用しようとしている自民補完勢力（ハッキリ言

って民青＝共産党）は論外としても宇都宮先輩（僕の高校時代の）を推す「あるグループ」の正

しく筋の通った理屈はよ~くわかる。
 
日本の次の時代の政治を担うであろう人たち、とりわけ三宅洋平君のところに細川グループの某

文化人が一本化のために宇都宮さんを止めさせるように要請に行ったとき、その申し出をただち

に断った君の言い分は全く正しかった（と聞き及ぶ）。洋平君の言うとおり細川も小泉もその過

去の経緯からして決して許せないと僕ですら思っているのだから。

しかしそれでも、君は間違っている。（今回だけは、、、）、、、とても残念だけれど。

今回の都知事選はもうしばらくは国政選挙がないとされる今日、安倍の暴走を止める手立てがほ

かになく、原発推進か反原発を決める「最終的な手段」なのだ。そうしないと間に合わないので

ある。

 
今現在でも寸暇も休まずどくどくと放射能は太平洋に流れ、大気中にまき散らされ続けているの

は誰もが知っているまぎれもない「事実」である。そして「地球儀外交」という名の原発の輸出

＝途上国へのばら撒きは止まらず、さらに今年中にも再稼働、あわよくば新設すら画策されてい

るのだ。

 
清く正しく一点の曇りもない「反原発」がただちにデモや次の国政選挙で実現されるとは考えに

http://www.yufuku.net/yakimono/monthly/interview/interv025.html


くい。よしんばその祈りが数年後に実現されたとしても、すでに全てが腐海となった地上には物

語のような「風の谷も」なく「ナウシカ」も現実にはいないのである。

 
宇都宮さんも彼を支持している善良な人達も昔から知っている。彼らにしてみれば、ブログで怪

気炎を吐く僕を見ておそらく岩下はついに頭がいかれたと思っていることだろう。ブロガー仲間

には所詮閻魔と気取ってもただの小沢教信者だったのかと蔑まれているだろう。

 
それでなお、

今度ばかりは盗賊、野党の手を借りてでも殿を擁立するしかないのである。

 
このまま小泉らの権謀術数に嵌って滅茶苦茶になり結果自民党を生き延びさせたとしても、

それでもなお、日本をいや世界を「腐海」にするよりましなのだ。濁った澱みを浄化することは

可能でも、放射能に犯された腐海を回復することは何十万年もかかるのだ。それまで人類が存在

しているという保証はないが、、、。

 
くれぐれも間違わないでほしい。今回の都知事選は反原発票を割るとか割らないとかいうセコイ

問題ではなくて国民の約一割の国民による事実上の「国民投票」そのものであるのだ。

 
くれくれも間違わないでほしい。都知事府知事はどんな「ポン介」でも出来る仕事なのだ。そん

なことは問題ではない。まことしやかなマスコミの嘘に惑わされないでほしい。

「殿はご乱心ではない！これでいいのだ、これがいいのだ。」（2014年01月22日）

コメント一覧

 
1. 反体制 2014年01月22日 23:27
苦渋の決断で毒まんじゅう喰らいますか!?
いいえ。悪と手を繋ぐ気はありませんｷﾘ

脱原発は大賛成ですがアプローチを間違ったら取り返しのつかない事になりますょ

苦渋の決断はあきまへん…1票を大切にねっ!!
 
ところで…何でこいちゃん自分で出でえへんねやろ( -_・)？
 
殿様、金たま握られて何もでけまへんで↓↓

 
まぁ宇都宮たんでも議会進まんやろけど↓↓

 
2. 土瓶蒸し 2014年01月23日 15:13

http://blog.livedoor.jp/shunzo480707/archives/4611641.html


先日、名護市民がウチナーとして、人間としての意地を見せてくれ、私も喝采にも似たものを大

いに感じた。

私の住む仙台も福島の爆心地から100ｋｍ程度しか離れていない。
先月はまだ３０代半ばの同僚が心筋梗塞で入院をした。

昔からの友人は福島の郡山で暮らしていたが、今年の年賀状で妻と子供は他県へ移り住み、友人

が単身で郡山で働いている、と年賀状にあった。

私の妻の友人は子供の尿ベクレルの検査をしたら放射能物質が検出され、慌てるように旦那を仙

台へ残し、２年前北海道へ移住した。

しかしこういったことは私たち市民の間ではバイアスにかけられ、意図的にと思えるように職場

や友人の間では話題には出せない雰囲気が支配している。

名護市民はヤマトンチュの悪辣な行いに「怒った」のだ。

日本人はこのような「怒り」を近年忘れているのではないだろうか。

確かに怒らないで‘自分が我慢すれば’自分だけの問題で済むかもしれない。
しかし原発だけは、つまり腐海の海になっていく問題は自分だけ、自分たちの世代だけの問題で

解決するのではないことは閻魔様の述べるとおりです。

福島の現在進めている廃炉作業は、私が寿命を終えても終わることなく続けられるでしょう。

いま我々（今回は東京都民ですが）が「怒る」ことは我々のためではなくて、これから生まれて

くる世代、未来の日本のために必要なのではないでしょうか。

 
勝手にリンクを貼ります。

スイマセン。

【速報】細川都知事選 原発即時ゼロ 「すべてをかけて戦う」1/22
http://d.hatena.ne.jp/basil8/20140123
 
3. 閻魔 2014年01月23日 15:22
反体制さま

今度の都知事選は悩ましい多様な「脱原発」選挙なのです。あくまで共産党の「引っ付き虫」か

ら逃れられない宇都宮さんをに最後までこだわる三宅洋介君、そして小泉小沢の毒から逃れられ

ない細川護煕を迷いながらも肩入れする同じ三宅の雪子ちゃん。どちらも好きにするがいいでし

ょう。

 
でも僕は大好きな雪子ちゃんがいいと思う方にしたいと思っているだけです。

 
「騙すより騙された方がいい」これほどチャーミングな言葉はありません。

 
なんもできないかもしれません。でもこの選挙は安倍イケイケ路線か反安倍反原発の二択なん

です。別に反安倍を一本化せよとも言いませんが、すくなくとも絶望感から棄権することは間接



的に自民ナンミョウを有利にするだけです。

 
また創価学会と東電の組合(電機労連）が推すDV女性の敵舛添は同じ自民でもかっての女房（片山
さつき）ですら「奴だけは嫌だ」と拒んでいます。まさか宇都宮もだめ、細川小泉連合に騙され

たくない、棄権はしない、、というなら舛添変態禿頭に投票されるとでもいうのですか？

 
4. 早雲 2014年01月23日 15:25
TBありがとうございます。
今回の選挙はいまだかつてない選択を迫られる：三宅雪子氏

http://sun.ap.teacup.com/souun/13205.html
 
5. 閻魔 2014年01月23日 15:45
土瓶蒸しさま

歌を忘れたカナリヤはロマンチックな悲しみを切々と訴えますが、抗うことを忘れた日本人はい

ったいどこへ向かうのでしょうか。けっして「♪象牙の舟に銀のかい月夜の海に浮かべ」てはく

れません。せいぜい「柳の鞭でぶたれて」「後ろに山にすて」られるだけでしょう。

 
名護市民はこれまでの屈辱に上塗りしたヤマトンチュの「カネを出せばいうことを聞くだろう」

という傲慢不遜についに「怒った」のです。福島だけでなく確実に権力が進める原子力政策に我

慢に我慢を重ねた日本人はしかしまだ怒りません。でも我々が耐えて耐えて我慢することが将来

の子孫に対して「未必の故意」をしているのです。

 
自分だけなら我慢も出来ましょう。しかし頑是ない子らにまで悪魔の手が伸びて傷つけてしまう

ことにも我慢するのですか。なんのために？？？

 
やはりぐっとこらえて奥歯が擦り切れてちまって、もう我慢できなくなった花田秀次郎がついに

長ドスを持って殴り込むしかないのかな。

 
6. 閻魔 2014年01月23日 16:15
早雲さま

大好きな雪子ちゃんは悩みすぎて智慧熱が出たようですね。かわいそうに、、、。でも世に中か

ら「不条理」をなくすことに人生をかけている彼女の活躍は期待したいところです。

 
ところで話は個人的なことですが、僕は障害者であり僅かな障害年金をもらっています。昨日市

役所から突然手紙が来て「６５歳になったので年金から保険税を自動的に行かせてもらう」旨の

通知がありました。年金から国保「税」を天引きするということは知ってはいたが、高額な年金

生活者も体が不自由なため働けないから仕方なく少ない年金でようやく生きている者にもすべ



て「天引き」するのですね。これを「不条理」と言わずになんというのでしょう。

 
怒った僕は市役所の年金課に電話して「君たちは鬼だ！」といったが、別に地方の末端の公務員

を叱ったところでなにもならない。霞が関に直接言っても同じことだ。。。ということはわかち

ゃいるけど。。。悔しい！

 
国会が決めたのだから我々が選んだ議員の仕業というしかない。そんなことは百も承知だがそれ

でも障害者のための「年金」であっても年金であれば一律に「天引き」するというのは「不条理

」というしかないと思いました。

 
似たようなことがこの世に中にはたくさんあるのです。病気になるのは運命です。しかしなにも

悪いことをしていないのに酷い仕打ちを受けるとき思わず国家に向かって「鬼、人でなし」と言

いたくなるのが人情です。

7. kappa 2014年01月23日 17:26
う〜ん・・・

反体制様が都民でなくてとりあえずはよかったなぁ・・・。

 
8. kappa 2014年01月23日 17:58
 
米軍基地は「迷惑施設」＝自民・脇氏

時事通信 1月21日(火)16時23分配信
 
・・・

　自民党の脇雅史参院幹事長は21日の記者会見で、沖縄県名護市長選で米軍普天間飛行場の移設
問題が最大の争点となったことに関し、「（米軍）基地といった迷惑施設、例えばごみ焼却場

とか、そういったものはたくさんある」と述べた。安倍政権が日米同盟強化に取り組む中、与党

幹部が在日米軍基地を「迷惑施設」としたことには不適切との指摘も出そうだ。・・・　

 
原発も迷惑施設・・・そんな軽い感覚なのかな？？？

 
面白いですね。原発選挙じゃないというが実際は迷惑施設＝原発という図式の中で、自民ナ

ンミョーは原発を隠す。「政治とかね」とうそぶくゴミウリなどのマスゴミも出てくる。清廉潔

白で突っ走る方に是非お勧めします。

 
富岡を見てきなさい。

双葉を大熊を、飯館を見てきなさい。

 



そこには政治もへったくれもない。

ましてや、金権とか雇用とかこの世の不条理などという言葉もない。

 
そこにあるのは、鳥の飛ばない空、虫の鳴かない草むら、放置された荒れ果てた農地、音のない

世界。

 
昔そこは原発マネーで湯福な方たちが暮らしていました。或はそんな金は届かなかったけれども

、先祖伝来の土地で懸命に耕されてこの先もずっと約束された未来があるはずだったところ。

 
今、この期に及んで迄、まだ政治ですか？

 
9. 反体制 2014年01月23日 19:24
みんなＭっけたっぷりでんなぁー

税金払わん竹中くん繋がりでっせ!!
おまけに不景気になればなるほど富豪が儲かる仕組み出来上がりつつありまんんがなぁこれ!!
マスゴミの金で動くよな自称ジャーナリストや猿回しの代理人みたいな評論家の事鵜呑みしたら

あきまへん!!
 
まぁ国民がアホな方が権力者はやり易いけどねっ!!
 
かといって入れる人がおらんのも困ったもんや…
 
10. kappa 2014年01月23日 20:25
↑楽しそうですね。

 
♬右をむいても左を見ても〜

 
こうやって、原発止めろ！原発無くせの声は消されるのだ。

 
11. 閻魔 2014年01月23日 21:25
kappaさま
原発も近所のゴミ収集所と同じという意味でしょう。自民党の建前と少し違う発言をしてワザ

と「必要だけど迷惑施設でもなくてはならないものだ」と暗に示唆しているのです。つまり安倍

内閣の本音を失言風にやる政治手法は昔から永田町で使われてきました。

 
今度の選挙を「原発」を争点にすると明らかに自民党に不利だと彼らも自覚しています。ですか

らべたで「ダサい」爆笑問題の太田レベルでも馬鹿にしている「おもてなし」を舛添にまだ使つ



かわせているのです。このセンスのなさこそ自民ナンミョウのターゲットなんです。（何度も言

いますが手を合わせていらっしやいの意を表すのは小乗仏教の東南アジアの習慣であり、極東ア

ジアの日本人の習慣にはありません）

 
つまり舛添一派は確信犯としての既得権者超富裕層と最低レベルの無教養貧民の両極を狙ってい

るのでしょう。一方小金持ちの進歩的知識人を気取っている人は共産党、社民党（疑似改革じつ

は自民補完装置）の宇都宮さん、細川支持は最も多い無党派リベラルなのですが実はこれが一番

選挙に行かない層なんです。残念ながら細川一派はいまのところこれしか掴んでいません。

 
現場に行ったこともなく、社会にきちんと対応しないで文句ばかりいってる人に対してはkappaさ
んのようにストレートに反論すると事実なので余計悪く、「反原発」同士のたたき合いになって

自滅するでしょう。だから卑劣だろうかぐっとこらえて自由にさせたらいいと思います。

12. 閻魔 2014年01月23日 21:53
反体制さま

現状を把握しなお世に中に不満をもち、斜めの視線で当ブログや目覚めた人たちを非難すると結

果あなたが一番憎んでいるマスコミを喜ばせることになります。だって「反原発」という真の争

点を外して候補者の過去の金銭スキャンダル風のことばかりですから、それが小泉から竹中にま

で及んでいるだけでしょう。だいたい政治家の金銭のことで嫉妬しているのはおかしいと思い

ます。金銭への嫉妬で倒れた有能な政治家が戦後何人いたでしょうか。経営者もしかりです。嫉

妬で溜飲を下げても自分は何時までも金銭から見放されるだけなんですけどね。

 
でも僕は反体制さまを諦めません。むしろ、こうしてうがった見方の寂しくて虐げられてひねく

れていく方が民主主義を放り出すかもしれないことを危惧しています。

 
反体制さまが誰に投票しても自由です。鋭い視点と鋭利な知能で辛辣なコメントをどうぞ続けて

ください。ブログが活気づき反体制さまが辛辣なコメントをされるたびになぜかアクセスが増え

るのです。どうもありがとうございます。

 
ところで僕を始め皆さんには残念ながら期待されているMっ気がありません。ゴメンナサイ。
 
さいごに「かといって入れる人がおらんのも困ったもんや…」といわれるけれど、困って田母神
だけには投票しないでください。選挙権があるなしに関わらず。

13. 渡辺　日出男 2014年01月23日 22:36
反対制さん、

誰が勝ったら安部さんの退陣が早くなるかだけをとりあえず考えませんか？私もあなたと同様、



竹中狙いなんです。しかし、舛添なんかが勝ったら、それも遠のきます。

 
Kappaさん、
あなたの憤りはわかります。私の意識も低いですが、今すぐできることとして、閻魔ブログをは

じめ、下記サイトに参加したり、情報を共有したりしてFacebookやtwitter経由で自分の友人に少
しでも拡大することをはじめました。あまり良く知らないので、別の方法があれば、それもやり

ますので是非教えてください。

http://senkyo.blog.jp/
https://www.facebook.com/notes/564897683603836
http://blog.livedoor.jp/home_make-toaru/archives/7505826.html
 
14. Vuvantom 2014年01月24日 11:13
ベストの結果を望んでベターな結果すら逃す。

 
今回だけはそれを避けなきゃいけないですね。

 
いくら取り繕うとも中身の無い若しくは極めて薄いことがバレ始めたリーダーをこのままにして

おくと本当に最悪の結果を招きかねない気がします。

 
よりによって国際会議であんな発言をするというのは、KYどころかやはり閻魔様が言われる馬と
鹿（馬と鹿には失礼）なんだろうと。

 
15. 閻魔 2014年01月24日 11:19
渡辺日出男　さま

たしかに反原発は分裂し舛添をますます有利にしています。このままでは時の権力すり寄って甘

い汁を吸う竹中平蔵がもっともいい思いをするでしょう。かっては小泉の走狗として、今やそれ

ど「原発」で意見を異にする安倍の懐刀です。

 
宇都宮さんはおそらく日本一素晴らしいひとであり、ヤクザ社会の闇を切り庶民を助ける文字通

り「弱きを助け強きを挫く」正義の弁護士です。ただいいひと「すぎて」真横にくっ付いて離れ

ずしゃしゃり出てくる共産党を断りきれないのです。彼らは党利党略のため宇都宮さんを利用し

て党勢拡大になればいいのです。ですから「脱原発」のもう一人の候補の揶揄中傷攻撃ネガティ

ブキャンペーンをヒートアップさせています。つまり自民ナンミョウ東電労組連合とマスコミの

主張と同じことになり、結果彼らを援護射撃していることになっています。

 
この不幸な構図は最低です。反原発が真の敵を見失い反原発総体の票を減らし、相対的に原発推

進への道を

http://senkyo.blog.jp/
https://www.facebook.com/notes/564897683603836
http://blog.livedoor.jp/home_make-toaru/archives/7505826.html


創っているのです。

 
細川も小泉も総理経験者であり、自分の総理の時に原発を推進したことを反省しているのです。

そのため晩節を汚しても「あえて」恥を忍んで立ち上がったのです。そう信じましょう。それ以

上の余計な詮索は「いまは」無意味です。そう信じてとにかく原発を止めさせる以外に日本人が

生き残れる手立てはないのです。

 
16. 閻魔 2014年01月24日 11:56
Vuvantom さま
ダボス会議で自分の歴史的無知をさらけ出して世界から奇異の目で見られている「我らが」宰相

はますます暴走して行き止まらないでしょう。だって彼は生来の馬鹿であり成蹊時代の彼をよく

知る知人から聞いて彼がいかに頭の悪い人間であったか詳細にしっています。ただ馬鹿が高揚し

たときほど手が付けられないことはないのです。いかに知能劣悪であっても「幸福」な人生を送

る権利はある筈です。だから彼もカラダを（特に腹部）をいたわって静かに暮らしていればよ

かたったのに、不幸にも宰相になり、彼を宰相にさせた人たちへの手前強がって行くしかないの

でしょう。

 
僕が十年以上前に同じ長州人脈の末延君というテレビ朝日の解説者のひとの紹介で安倍晋三に会

ったときの印象をありていに言えば、祖父岸信介を誇りにしているといいつつ、やたら気弱そう

な常に安定しない目線がとても気になったことを覚えています。

 
たぶん強靭な精神や強靭な体力といった政治家の資質の「対極」にいるもっとも政治に浮かない

人であるなと、その時は確信しました。

 
ところがその彼が今や日本の総理大臣になりました。だから「今は」彼こそが戦後もっとも危険

な宰相として歴史に刻まれることだろうと思っています。僕は少年時代の経験から、見るからに

ひ弱ないじめられっ子が切れた時が一番怖いということを知っているのです。

17. 通りがけ 2014年01月24日 19:07
「日本国憲法が定める都知事と国民の政治権限」

 
0.「カンボジアロシア国際学術交流都知事選挙実地見学実数計測研修団招聘」
「都知事選、確実に不正選挙が敢行されるとみます。」RKブログ
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201312/article_108.html
＞いよいよ国連に選挙監視団を派遣してもらわないといけないようだな　情けないことだ！！

＞黄昏時のパルチザン兵士さん2013/12/25 19:16
 



カンボジアのアツヒト村教師学徒村役場の人たちと、ロシアウクライナの選管委員の人たちを招

待して日本の学徒と一緒に日本ユダ金スパイ政府の不正都知事選挙を期日前投票から開票当日ま

ですべての投票を一票残らずカウント集計してもらって日本政府総務省選管マスゴミ不正選挙共

犯ぶりをじっくり見学してもらうとよいね。都内の大学の人文系教室が諸費用を負担して招聘す

ればよい。円建てなら2カ国でもごく安い費用でアカデミックな国際選挙監視団を学術文化交流と
して招聘できるから。

国連の大使だった故中田厚仁君のお父さん武仁氏にこの2カ国から不正選挙見学視察学術交流団の
招聘を仲介してもらえば迅速に達成できるでしょう。http://www.youtube.com/watch?
v=jC7J9kFXwdM&feature=player_embedded
 
18. 通りがけ 2014年01月24日 19:08
1.「全国地方自治体住民の生活でもっとも大切な治安を守るには住民の生活の安全を脅かす違法営
業施設を法律で強制撤去することが絶対必要である」

 
江戸の治安を守るには違法営業施設パチンコ屋と暴力団事務所の撤去が第一である。

「都知事は住民生活を危険にさらすパチンコ屋と暴力団事務所を法律で全都内から強制撤去せよ

」

 
東京都も名護市も福島双葉市も同じだが、地域の治安を直接乱しているのは違法賭博業パチンコ

屋であり、非合法組織事務所である暴力団事務所の存在であるからして、都道府県市区町村首長

はまず自分の統轄行政区内から警察に命令してこの2つの施設を強制執行で最大迅速に撤去せねば
ならない。これは誰がどこの首長になっても全国的に同じことである。原発やオリンピックや消

費税、TPP、秘密保護法など地方行政でなく国政に関する事項は、この非合法施設撤去という緊
急治安行政課題を達成したあとで、日本国憲法前文「正当な選挙で」代表を選んだ国会でじっく

り議論して方針を煮詰めてゆけばよい。

 
「憲法に基づき公僕公務員は主権者国民全体に奉仕する神聖な責務を果たせ」

全国の警察が自転車道交法違反を取り締まるための講習を小中学校で始めたそうだが、ふざける

んじゃない。まじめな自転車通学児童通勤社会人を愚劣なくだらん道交法官僚立法（違憲である

）法律法令変更で取り締まる前に、そもそも憲法に非合法のパチンコ屋と暴力団事務所を所轄区

域内から一掃せよ。それが憲法によって作られた公僕警察本来の第一責務である。非合法組織摘

発排除をしない今の警察は給料泥棒税金泥棒憲法99条違反内乱罪組織である。憲法遵守して謹厳
実直に納税している主権者国民は憲法破壊公務員公僕を断じて許さない。

http://nueq.exblog.jp/18942965/
 
19. 通りがけ 2014年01月24日 19:08
2.「放送法は個人私有のテレビに強制的に課金して基本的人権の財産権を侵害する違憲立法である



」

 
＞【お前が言うな】ケネディの娘「日本人はイルカ食べるのやめれ、かわいそうでしょ」ちるみ

ぃさんのブログへコメン

トhttp://blog.goo.ne.jp/kill_me_deadly/e/bf13fc452e7229ba1f70d74b8cb77fa0
 
「都民はテレビを捨てれ」

 
「都知事はすべての公共施設官公庁庁舎からテレビをすべて廃棄命令せよ」

これは公務員汚職の摘発でもある。テレビを捨てない官公庁施設職員は全員公金不正使用刑事犯

罪現行犯で逮捕起訴有罪となり（これは公金から不正にNHKへテレビ視聴料を支払い、電気を使
って視聴することで不正に施設維持運営費からテレビの電気料金を流用支出している税金泥棒窃

盗行為であるよってｗ）、自動的に懲戒免職と損害賠償支払いを命じられることになるからそう

思えよ。

 
20. 閻魔 2014年01月24日 19:54
通りがけ　さま

長いコメント無学な僕には難解でしたが拝読はいたしました。しかしできればその日のテーマ

にそっていただければ幸甚に存じます。管理人の権限で削除だけはしたくありませんから。

 
ただこのコメント欄はブログの広報宣伝の場ではありません。もっと最低数十万のアクセスのと

ころでやってください。でないと費用対効果は低いですよ。

 
21. 三峯山 2014年01月24日 21:27
最近は、みなさんのコメントを読み考えるだけで、自らのコメントはできないままでした。

私は都民ではないので実際には投票できませんが、地元の選挙よりもずっと関心を持って見守っ

ている今回の都知事選です。

脱原発候補。

宇都宮さんと細川さん。

お二人が脱原発で立っていることは、それはそれでいいと思いますが、はじめのうち（今もかも

しれませんが）は自民候補や田母神さんあたりが対抗となる立場の候補者のはずなのに、なんだ

か内輪もめのように、支援者であるはずの脱原発の運動をしている人たちも二つに分かれてし

まい、しかもお互いを批判する始末。特に宇都宮さんの陣営から細川さんを批判する声が多かっ

たように思います。支持団体のせいでしょうか。そうだとしても、そうでないとしても、敵は原

発推進派のはずなのに。そんな思いを持っているのは私だけではないと思います。

 
二人の候補をどちらを支持するか日々考えが変わります。閻魔さまのブログを読んで、やっぱり



細川さんだ。と、思ったら小泉さんのことも考えるとやっぱり宇都宮さんだ。でも、・・・・・

。

今日は、いつも読んでいるマガ9といＷＥＢサイトで、想田さんという映画監
督http://www.magazine9.jp/article/soda/10297/と雨宮さんという作家の
方http://www.magazine9.jp/article/amamiya/10293/の意見を読んで、また宇都宮さんに思いが移っ
たり…。それでもやっぱり細川さんだと思ってみたり…。
 
とにかく選挙は自分が思う候補に投票してくれたらいいですが、自民公明の候補者に入れないで

ほしい…、というか、どうしてこんなに苦しめられているのにそれでも自民?公明?なんでしょう
かと思ってしまいます。都民は、このところ石原さんや猪瀬さんを当選させてしまう人たちな

ので、脱原発に向かうのか本当に不安です。

 
22. 閻魔 2014年01月24日 22:53
三峰山さま

白髪交じりや禿げ頭爺のオールドサヨク組合系や大学の先生などの集まりに日本ジャーナリスト

会議というのがあって僕もそこの会員のつもりです。その会場におよそ似つかわしくない「ロゴ

スリ」の格好をしたアキバ系のギャルが僕の横に席に座っていました。１０年ほど前だったと思

います。

 
思わず粉掛けてやろうと思いましたがはしたないのでその時は我慢しました（笑）。

 
今にして思えば彼女こそ雨宮処凛だったんです。可愛い女の子（今はちょい年増だけど）でした

。

 
その処凛ちゃんが自分のブログでイラクで劣化ウラン弾を認めた小泉だけは許せないと怒ってい

ます。

 
でも細川や小泉は自分が総理大臣でのとき原発推進「原子力大賛成」だったことを悔やんでそれ

を反省して立ち上がっているのです。でも信用できないなら信用しなくてもいいのです。

 
でもぼくは例えまた騙されてもいいから、とにかく「原発ゼロ」という政治的ムーブを「現実化

」することが重要です。もちろん三宅洋平君も処凛ちゃんも純粋で全く正しいと思います。宇都

宮先輩こそ信用できる人物です。

 
だけど、まだ若い宇都宮さんはなんであんなに老けて地味で見栄えがしないのでしょう。誠実が

必ず地味である必要はないと思うのですけど。



23. piro_23 2014年01月24日 23:05
三峯山様

 
仰る通り、細川氏か宇都宮氏かで脱原発派が分裂してる有り様、本来の敵を見誤ってるような気

がします。

 
反体制派が、かつての極左と同様に近親憎悪でいがみ合うのは、宿命ともいうべき特質なのでし

ょうか…
 
24. 閻魔 2014年01月24日 23:29
piro_23さま
とても不幸なことに宇都宮支援「パルタイ」が細川叩きに熱中し、自民ナンミョウ原発推進派を

有利にしています。

票が分散すると組織票のある保守が有利です。

 
山本太郎が言っているようにどちらでもいいから実際に投票に行こうと呼びかけています。いい

やり方です。

25. ゆ 2014年01月25日 08:23
共産党の皆さんへ。

私は、「河上肇が今いたらどうするだろう」と想像します。

倒閣より党勢拡大を優先するのかどうか、と。安倍さんが理想とする体制が確立されたら共産党

の幹部諸君は投獄されるでしょう。日中戦争の敗戦後に「我々は一貫して戦争に反対した」など

と誇っても、あとの祭りです。

 
26. 閻魔 2014年01月25日 11:52
ゆ　さま

川上肇は貧乏に対して不条理だと思ってマルクス主義者からついには戦前の共産党員になったの

ですが、投獄されて結局は貧困を救えなかったのです。立派だ、気高き理想家だといくら称賛さ

れても現実の人間の「情」をしらないと無力なのです。「潔い敗北」や「あの時は仕方なかった

」「それにしても頑張った」というのは実は何の役にも立たないのです。要は現政権を倒すしか

ないのです。理論から出発してもダメなんです。こんていに「情」がなければ何も成し遂げられ

られないのです。

 
晩年、河上肇は漢詩に溺れます。革命の失敗への悔恨は失恋 からくる成就しなかった恋慕に似て
いるのです。この多情こそが「共産党」という党組織（パルタイ）にもっとも欠けているのです

。河上肇に着目された慧眼を尊敬します。



 
紅酥手，黃縢酒。滿城春色宮牆柳。

 
東風惡，歡情薄。一懷愁緒，幾年離索。

 
錯！錯！錯！

 
春如舊，人空瘦。淚痕紅浥鮫綃透。

 
桃花落，閑池閣。山盟雖在，錦書難託。

 
莫！莫！莫！

27. 反体制 2014年01月25日 16:27
左や右の旦那様ってショワショワの昭和かいなっ笑

しっつれい…左右関係ないよなぁ!?まぁええゎ
敬称略

竹中氏がなんぼ儲けようと知ったこっちゃない、人の懐に手突っ込む気はありまへん。ずっこい

事背えへんかったらねっ!!
斜めから見るってゆわれたんで指摘通り斜めから見ると…
小泉…突然の反原発
猪瀬…見せしめ
中井…震えてイエスマン
東京都知事…次誰する？
桝添で。。。最悪細川で。。。

特州会自民、不正融資はじめ東京都で散々悪さしてきたじいさん、公明安泰。

戦略特区で竹中に頑張らそ!!
以上斜め上目線。へっへっへ

 
解雇特区何かでけてみぃ、反原発どころやなくりまっせ!!その日生きるのに精一杯な人が段々増え
てきた…
今、楽しかったらええって人が多くね

階級闘争ぢゃぁないから余裕が無かったらしんどいよ♪まぁなかにゎストレス発散する人もおる

やろつけどねっ

 
連中は桝添でも細川でもどちらでもええねん!!
 



小泉？反原発？

ふっほんまに本気やったら、小泉本人出るやろぅ笑

トップ当選!!
 
政財界、マスコミ含めてちゃんと言い訳でけるようにしたぁるゎ!!流石やのぅ笑
 
こいちゃんが出てたら、オラ入れてんなっ

 
28. 閻魔 2014年01月25日 21:28
反体制さま

いつも当ブログを面白くしていただいてありがとうございます。

 
ただ、不躾ながら単純な間違いを訂正させていただきます。敬称略でも構いませんが、中井さん

ではなく沖縄県知事は仲井間です。

 
つぎに文中「反原発どころでない」というようなことをいわれてますが、日本の課題で「原発」

以上の大問題はありません！！「どころでは」と言い方は福島で死んだり心身ともに傷ついたり

永久に自宅に帰れなくなったひとに失礼だと思います。

 
また小泉純一郎は賞味期限が切れており、本人が出馬しても細川より少ないと思います。トップ

当選は無理です。しかも政治家に「本気度」を問うのは少なくても永田町の習慣にはありません

。残念ですけど。

 
しかし反体制さまの中学生らしさの演技のうまさには感心します。せいぜい頑張ってください

ませ。

 
今や純一郎人気はは終わりシンジロウ人気へ、稀勢の里から今はむしろ遠藤へ、、、人のこころ

は移ろいやすく

なんにもあてになりません。どうせギャグならもっとアップトゥデイトなものをお薦めします。

 
しかしここはネットで遊ぶ場所ではありませんから他のところで遊んでくださいね。

 
29. 反体制 2014年01月25日 21:37
ご都合がお悪いようで…
明日をどう生きるかって人にとっては反原発どころ何ですよ

ギリギリで生きてる人の事は理解出来ないようですね。

残念です。



 
30. 閻魔 2014年01月26日 10:04
反体制　さま

明日をどう生きるかという人もそれを理解できないひとも、差別なく均等にしかも永久に放射能

から逃れることはできません。原子力には選択肢がないのです。何とかあすさえ自分が楽しく生

きることが出来さえすれば、全世界の未来が「腐海」になっても構わないのですね。

 
それはそれでそのようなご意見もあるということを勉強させていただきました。今の政権が現世

利益であるとこの理由でもある訳です。

 
たび重なる貴重な反論感謝に堪えません。２チャンネル他もっとネットにはそのようなご意見が

際立つところもあります。たかが千という単位のアクセスしかないこんな弱小ブログより、ご活

躍できそうな場所で実力を発揮された方がいいのでは。

 
さいていでも数万〜数十万のアクセスのある人気ブログをなんなら紹介しましょうか。ピッタリ

のところがたくさんある筈です。そこではあえて無教養を装う必要もないので楽ですよ。気晴ら

しネトウヨブログを、、、。

 
しかし田母神工作隊もご苦労なことです。業務とはいえ大変ですね。

31. 反体制 2014年01月26日 12:57
ほんまにわかっとりまへんな!!
だぼなんか論外でっしゃろ!!
 
原発好きな人は一部でっしゃろ!!殆んどの国民が嫌に決まっとりまんがなっ!!
 
流れがね、宇都宮さんが出るから一本化出来ずにこいちゃんがとうらん。日共は自民助ける、邪

魔するなみたいな事書いたぁるけど。。。そんなガキみたいな事ゆうてんと、それぞれみな頑張

りはったらよろしおまんがなっ

あかんかった人は力が無かったってだけの事でっしゃろ

 
しかし、こんだけ都内でも放射能汚染が騒がれてんのにどこの政党も政治家も独自に調査せんの

かなぁ？

(してはんのに知らんかったらすんません)
 
32. kuroneko 2014年01月26日 14:45
>紅酥手，黃縢酒



 
　そういえば川上肇には、陸放翁研究の著作がありましたね。読んだことないけど。

　わたしも漢詩は作るけど詞までは作れません。

　

　世の中には詩力のある人もいらっしゃいます。

　http://shiciankou.at.webry.info/theme/4c5251246c.html
 
33. 閻魔 2014年01月26日 15:27
反体制さま

調査は進んでいますが報道自粛がされています。先日も各報道機関に都知事選で原発を焦点にし

ない旨のファックスが流れています。

 
「そんなガキみたいな事ゆうてんと、それぞれみな頑張りはったらよろしおまんがなっ」とご教

授いただき浅学菲才無教養な「ガキ」として感謝に堪えません。

 
事実は不明ですが田母神軍団の方だと誤解してました。本人がそういわれるのならそうでしょ

うね。

 
それはともかく、まいどコメントありがとうございます。枯れ木も山の賑わい？？

 
34. 閻魔 2014年01月26日 15:49
kuronekoさま
河上肇は５８歳すぎて漢詩を営み陸遊の詩５００編を「陸放翁鑑賞」にまとめました。遊さんの

漢詩は多岐に亘っていますが、僕が好きなのは彼の慕情であり、とくに紅酥手，黃縢酒といった

情景にうっとりします。これは中国人には珍しい「幽玄」を感じさせます。かっての幸福の絶頂

をいま莫！莫！莫と悔やんでいることが一層元妻の桃色のやわらかい手の連想を強くしています

。

 
これは花爛漫を鴫立つ沢で思いを馳せる西行に繋がっていると思います。僕だけですけど、、、

。

 
35. 反体制 2014年01月26日 23:22
わからない相手を枯れ木と決めつける思考、素晴らしいでんなぁー

 
ニチロの農薬の件も竹中小泉が産んだって言っても過言でゎないでそょう

ところでu-20って知ったはりまっか!?
捨てたもんやおまへんなっ



若者たち、騙されんようになっ!!
いやぁー日本も捨てたもんやおまへん!!
 
36. 閻魔 2014年01月27日 10:19
反体制さま

お役目ご苦労様です。ところで電脳部隊の給与は高いのですか？

 
皆様に申しあげます。

反原発の争点隠しのため電脳言論封殺工作はこのような貧弱なブログにまで及んでいる例として

反体制という匿名権力のやり方を消さずにいるのです。くれぐれもご注意ください。

 
37. 反体制 2014年01月28日 12:50
被害妄想ですなっ

ご自分は何でも決めつけて形にはめはるくせにぃ…
 
http://blog.goo.ne.jp/mokushiroku666/e/0b254ff365a84a258bb4a8fd64ad6ac3
↑↑勝手にごめりんく

違う!!ごめりんこ!!
 
主は払いたくてま払えない保険料滞納したり明日食べる米が無くなった事ありますか?
元々稼働してないんだからさっさと処分してしもたらええ!!そんな事百も承知してます。
困ったことに汚れや腐敗が目に見えないからクセが悪い…貧は食べてしまうし、怖いのゎわかっ
てるけど闘うことせず寝てしまう。闘ったらまた損する。

 
そんな人たち責めれないでしょう。。。

敵は何年もかかって計画的に原発利権やダメリカ様のご都合日本をつくってきたんやから…今日
明日、来週って難しいですね。

左や右のくくり、愛国や非国民、工作員や同志、好きでゎありません。

 
主様も私もこの件に関してゎアプローチの違いわゎあるものの目指す所は同じでしょう。

途中、挑発するよな事も(しって笑)書きましたが少しお詫びします。
原発０目指して、出来る事を出来る分だけ頑張りましょ。

無くなりますよ！きっと｡｡｡

 
38. 閻魔 2014年01月28日 18:29
反体制さま

歳をとるとすぐに頭に血が上り、なぜ理解されないのだろうと悔しくて悔しくて死にたくなるこ



とがあります。誤解を説くのは無理でもせっかく奮い立たせた政治的パッションを馬鹿にされた

ような気がして、無償のブログを止めたくすらなるのです。シニシズムに陥りたくないからです

。このブログにとって金銭はもとよりアクセスが多少増えてもちっとも嬉しくありません。また

孤独ですが学問が好きなので自己満足や自慰行為、欲求不満のはけ口としても何の役にも立たず

好きな勉強の時間を取られるだけです。それでもただ伝えたいのです。

 
ただ何の根拠のない「義務感」で時間を割いているだけです。本音はこんなブログなんかやめて

すきな学問や文学に没頭していたい。日本にいないで南仏で海を見ながら暮らしていたいのです

。

 
それでも事実に近いことや政治の考え方を「伝え」なければならないと思い頑張っているつもり

なんです。

そうした葛藤の毎日のブログのコメントに僕の本音を見透かすようなシビアな言葉で批難される

と当たっているだけに悔しくて皮肉の一つも返したくなるのです。老人の癖に修行が足りないで

すね。酷いものですトホホ。

 
僕は「保険料滞納したり明日食べる米が無くなった事ありますか」と問われればそんなことはい

ちどもありません。しかし貧乏です。でもマリーアントワネットじゃないけど、米がなくなった

らブリオッシュをたべればと内心思っている自分の矛盾が突かれているのは確かです。今貧乏で

すが、かって恵まれた環境で生まれた自分を恥じているのですが、事実を言われて動揺したの

でしょう。

 
反体制さまに対する反論と罵詈雑言をお詫び申し上げます。スミマセンでした。

 
39. 空又　覚造 2014年02月01日 14:25
　「専門家はときとして専門家をやめる必要がある」と言ったのは，評論家の故・加藤周一

である。専門外であるとして何も発言しないのは「専門バカ」であろう。例えば，放射線被曝

量を100㍉㏜以下にするか２０㍉㏜以下にするかなど専門家の間でも意見が割れているとき，

私の専門は古今和歌集研究だから放射線障害については何の発言もできないというは，おそらく

一市民としての責務を放棄していることになるだろう。

ナパ－ム弾で子どもが焼かれ死んだら，爆弾を落とした方に怒りをぶつけるのが市民としての役

割であろう。つまり「怒る事が必要だ」と加藤は言った。

　しかし放射線障害の専門家同士の間でも意見が分かれるのは，一向に構わないが，まず誰がフ

クシマ原発事故を起こしたのかと問い，そういう責任者たちに対して「怒る」必要があろう。怒

って何らかの行動をとるかとらないかはその人に拠るが，まずはじめに怒りそして次の手を考

える。

 



その意味で当ブログ主任，閻魔様が専門外の都知事選に強い関心を持たれていることには感謝申

し上げたい。ただ，年を召されると，自分の能力に限界を感じ，他の領域に踏み込んで来られる

方がいる。また特に政治の領域になると難しい面があろう。

教育改革で成功したのは『分数のできない大学生』で有名になった西村和雄京大教授だろう。自

分の専門とする領域での論文を書けなくなったから，分野を変えたとは思いたくない。

目出度く政府から報償をもらったようだが，西村氏の都知事選に関する話を聞いてみたい。

 
40. 空又　覚造(2) 2014年02月01日 14:36
しかし今回の都知事選をみるに，応援団が相変わらずの論陣を張り，至極まっとうなことを言

い張っている。そのことは問題でないが，気になるのは，全員がまじめであること。理詰めで選

挙運動を展開しているが，それでは有権者の多くは動かないだろう。つまり投票行動が決まった

人はその行動を実行するだけであるから，組織票が有利になるだけである。

　

朝日のウェブ・ロンザで五野井郁夫教授が未だに若い人に投票に行くことを勧めている。

なかなかいい文章であるが，投票行動を変えるには至らないだろう。山が動き，風が吹かねばな

らない。

森永卓郎教授は「経済は気分」と言った。おタカさんの時や，郵政改革のときも風が吹いた気が

するが，今回の都知事選では歌を唱うのが欠けているような気がする。演説の最初と最後に歌を

唱うのはどうであろうか。例えば，『青い山脈』。

フクシマ原発事故の後，鳥は姿を見せなくなり，青い山脈も昔の山脈ではない。放射能でいっぱ

いである。古い上着も放射性物質でいっぱいである。そういうときに勇気づけてくれるのは「歌

」であろう。古今集仮名序にも曰く;
 
　　　　力を入れずして天地を動かし　鬼神をも哀れと思わせ　男女の仲を和らげ

　　　　猛き武士の心を慰むるは　歌なり　

 
青い山脈の第一行は「若くあかるい　歌声に　雪崩は消える　花も咲く」である。

いくらか解釈を加えれば，若く明るい歌声が雪崩をなくし，冬の内に花も咲かせてしまうという

のであるから，これは奇跡か，仮名序の言う「力を入れずして天地を動かし，鬼神をも哀れと

思わせる」事象に呼応するだろう。

 
フランス語に詳しい人なら，シュ－ル・レアリスムというかもしれないが，脱原発に無関心な東

京都民の心に訴えるのは，五野井氏のようなまじめな論文ではなくて，歌しかないだろう。

 
41. 閻魔 2014年02月02日 21:29
空又覚蔵さま

私は政治家を薦められたことはあっても「なりたい」と思ったことは一度もありません。そんな



下種の仕事をやるぐらいならと思って「都のかたい」身を落としいまでは世捨て人として遁世し

ています。

 
細川侯も祖父の近衛侯もわざわざ政治道楽で御身を汚さずとも良かったのに、あえて泥に塗れて

しまったのです。権力闘争とはそもそも、下劣なものなのです。ゆえに理論ではいかないのが政

治でありマツリゴトなのでしょう。

 
五野井郁夫のような理路整然では政治に風は起こせません。せいじとは「つむじ風」のようなも

のだと思っています。かの紀貫之ですら、（血なまぐさい権力闘争に明け暮れる）たけきものの

ふのこころも慰めるは「歌」なりといってます。

情緒の高揚が理性とは別な「巨大な波」となって奇跡が起きることを祈っています。

 
反体制と閻魔、kappaの辛辣なやり取りが続き、それが、のたうち回る第一章まで続いたのです。
 
のたうち回った後に、必ず平穏が訪れます。Dreator Has a Master Plan.　それはHappinessです。
 

 
びっくりしました。まだ、発売していました。フリー部分は混沌。しかし、スピリチャルなジャ

ズです。聴けとは言いませんが。　第三章は、まだごたごたしますが、閻魔の優しさと思い入れ

http://www.amazon.co.jp/gp/customer-media/product-gallery/B000003N7C/ref=cm_ciu_pdp_images_0?ie=UTF8&index=0&isremote=0


の強さがふんだんに見ることができる”次の次元”に移るブログになります。
 
取り急ぎ、第二章までで公開します。できるだけ早く第三章（終章）を追加します。今すぐ、み

なさまのお知り合いにこの本をお奨めください。閻魔ブログの読者をとりあえずひとケタ増やし

ましょう。

その後は、

I Have a Master Plan to Make Enma's Blog a Core Tool to Change this Stalling Political Scene of
This Country. 

If you don't believe me, read this amazing（？） thesis, please.

　　　

http://p.booklog.jp/book/63974/read

