5
カートゥーン

トゲのあるポスト 3.11 日本政治漫 画
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はじめに
本論の目的は、2011 年 3 月 11 日に東日本大震災が発生して以降 4 か月
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の間に発表された漫画制作について考察することである。具体的には、
『読
売新聞』、『朝日新聞』
、
『毎日新聞』という、合計発行部数が 2,300 万部を
超す三大紙に掲載された漫画および、
共同通信社から配信され『山陽新聞』
に掲載された漫画を対象とする。これらは日本の政治漫画論の中で優位を
占めているが、極めて数少ない、かつ視野も狭いカートゥーンによる批評
しか提供しない。そこで、これらの漫画を、断続的にインターネット上に
作品を発表したり、より小規模の出版物に作品を掲載したりしているいわ
ゆるオルタナティブなカートゥーニストによる漫画と比較する。その中に
は、たとえばインターネット上に 2006 年から作品を発表している壱花花
や、2010 年から活動しているマッタリたけしのような、比較的新人であっ
たり、あまり知られていない作家と、マッド・アマノや橋本勝のような、
インターネット上にも出版物上にも作品を発表しているベテランの作家が
含まれる。これらの比較を通して、本論では、日本の新聞漫画の限界と、
新聞産業の外に見られる政治漫画の可能性について論じる。まず初めに、

災害以前の新聞政治漫画の状況に注目する。
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日本の新聞政治漫画
日本の政治漫画や諷刺漫画はここ数十年減少の一途をたどり、人気を獲
得するのが難しくなっている。ごく稀に政治漫画が公的に議論されること
があるが、その場合は通常、作品の政治に対する見方の限界や、批評精神
や諷刺の陳腐さ、かつてはポピュラーだったこの表現形式の衰退に対する
哀悼の意が指摘される。数十年前までは、政治漫画は日本の三大紙にとっ
て一つのセールスポイントをなしており、
『朝日新聞』の横山泰三、『毎日
新聞』
の那須良輔、
『読売新聞』
の近藤日出造などの漫画家は、皆有名だった。
1950 年代の半ばから 1970 年頃の間、新聞の第一面すら彼らの漫画が飾っ
ていた。とりわけ『読売新聞』は最高で 1 週間に 14 もの漫画（朝刊に 8
作品、夕刊に 6 作品）を掲載していた（茨木 2007: 90-91）
。また、世界有
数の規模となる読売国際漫画大賞を開催していた。しかしそうした状況は、
1983 年に 4 人の日本人漫画家と 3 人の外国人漫画家が政治漫画の性質に
ついて考える座談会が開催されたときまでには既に変わっていた（
『朝日
新聞』1983）。この座談会では、日本の新聞漫画の人気と活気が失われた
ことが嘆かれていた中、人気作家のサトウ・サンペイは日本の政治漫画が
比較的おとなしいことの文化的な理由について論じていた。サトウが言う
には、日本人は外国のカートゥーンに見られるような直接的な攻撃をあま
り愉快だと思わない。政治漫画家の山藤章二によれば、日本では政治漫画
を描く人数が限られており、漫画家は精一杯努力しているが作品の大半は
面白くない。山藤はこの状況を、政治家や政治に対する一般的な関心の欠
如のせいだとしている。そして、日本は過去 30 年間政治に大きな変化を
経験していないので、若者をたきつけるのが難しいという。日本人にとっ
てはこれは幸せな状況だが、漫画家にとっては動機が与えられにくい、と
主張している（
『朝日新聞』1983）
。
この座談会後、状況はますます悪くなっていき、新聞各紙は掲載する漫
画作品の数を週にたった 3~5 点にまで圧倒的に減少させた。2007 年に読

売国際漫画大賞は終了し、翌年には別の座談会が開催されたものの、この
ときは新聞政治漫画にとってより落ち込んだムードがただよっていた。こ
の『東京新聞』による「一コマは生き残れるか」と題された座談会に出席
した研究者や漫画家、また「一コマ漫画、元気取り戻せるか」と題された
『朝日新聞』の記事に登場した別の研究者は、
この表現の人気のなさとジャ
ンルとしてのゆるやかな衰退という 1983 年の議論を繰り返していたかの
ようであった。しかし、以下のようないくつかの議論も追加されていた。
たとえば、いまや社会はより複雑化し、諷刺すべきはっきりとした「敵」
がいない（清水勲）
、戦後の保守政治の勢力により対抗勢力失った漫画は
単に解説図になってしまった（細萱敦）
、政治漫画はその機能をテレビに
取って代わられ、ストーリー漫画しか読まない若い人は一コマ漫画の諷刺
を読んで理解することに慣れていない
（秋竜山）
、価値が複数化することで、
諷刺を生み出すのに必要となる広く共有された「常識」が薄らいできた（表
智之）、カートゥーンによって得られる収入がないので、若い作家を惹き
つけない（所ゆきよし）政治漫画を理解する新聞・雑誌編集者の数が減っ
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ていると感じられる（小川 2008+『東京新聞』2008）
。政治漫画は、思想
や社会問題に対して意味ある批評を行う大衆的なものではなく、出来事の
退屈な要約や、政治家を軽くからかう諷刺性の薄いものにすぎないので、
だいたいが見過ごされる表現形式になってしまって、何の望みもないよう
に見えると指摘されてきた
（例えば、
茨木 2007 と McNicol 2005）。おそらく、
政治に対する関心を刺激し、政治漫画を社会的意味のあるものに揺り戻す
ためには、1983 年の座談会で山藤によってほのめかされたような大変動
が必要だったのだろう。
2011 年 3 月 11 日に、このような大変動は起こった。東日本大震災、一
般的には「3.11」と呼ばれる震災が日本国をゆるがし、政治漫画が活気を
失った理由に関する、前述した漫画家や研究者によって投げかけられた多
くの議論は、消え去ってしまったようだった。いまや政治にはかつてより
もずっと広い関心が向けられ、批判のはっきりとした矛先があり、そして
1 戦後日本のカートゥーンの 40 年に渡る衰退、そしてその衰退の理由を簡潔に概観し
たものは茨木（2007）、とくに第 2 章第 4 節を参照（71-93 頁）。

複数化されていた価値観は、基本的な安全、健康、礼儀、責任、モラルに
関する懸念のために「常識」へと集約されていった。この頃既に、政治に
対する一般的な関心の欠如と政治的リーダーに対する対抗勢力の欠如は、
ある程度、自由民主党の 50 年にわたる支配への反対に変化し始めており、
これが 2009 年の選挙の大勝による新しい民主党政権発足への足掛かりと
なっていた。しかしながら、3.11 後の最初の 3 ヶ月間に、政府に対する初
期の賛同は早々に批判と深い不信へと変わった。
国家の危機という感覚や、
災害とその後に起こる問題、中でも、損傷した東京電力福島第一原子力発
電所の多発的な原子炉のメルトダウンの後の安全管理の危機を処理するこ
とへの一般的な関心の高まりに現れる不信は、狭義の政治界に止まらず政
治家や官僚から企業に至るまで向けられていた。結果として、メディアに
よる報道と監視 = 調査は増加し、2011 年夏、原子力と政府の方針に反対
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する大規模なプロテストを引き起こした。この状況下、意味あるコメン
トと鋭い批判を行う力をもつカートゥーンが数多く台頭するはずだった。
漫画家にとっては、これは公的言説に貢献しながら、自らの死にかけた
ジャンルを蘇生させるチャンスだった。残念なことに、新聞漫画は再生を
迎えなかった。おおむね、政治家個人をからかうものであり続け、政府や
官僚、企業や社会全体のモラルや責任を問うものにはほとんどならなかっ
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た。しかし、主流の日刊紙以外にも目を向ければ、かすかな望みがある。
マスコミの片隅で、より小規模の定期刊行物やインターネット上で作品を
発表したりするいくらかの漫画家による活躍が見当たる。そういう漫画の
中には、より攻撃的で痛烈な批評が現れた。

政治漫画の機能
これらの漫画の比較分析をする前に、政治漫画（時事漫画）の機能と位
置付けに対する考察を順に行う。政治漫画の多くは、日本に限らず、単な
2 震災後の政治的・公的言説の概観および震災が状況を変えたという広く共有された
認識に関しては Samuels(2013) を参照。
3 これに関する例外の一例は、地方紙『福島民報』と当該新聞が週刊連載を開始し
た、元高校の美術教師である朝倉悠三による漫画がある。朝倉の作品に関しては Stewart(2015) を参照。

る絵解きとギャグのためのものになってしまっている。しかし、こうした
娯楽としての機能は二次的であるはずだ。ジャーナリズムの一部としての
主な役割は、重要なメッセージを、通常は諷刺を通して、発信することで
ある。カートゥーンの研究者である Hayden と Phiddian は、理想的にはカー
トゥーニストによって、これらの二つの機能の間でうまくバランスがとら
れるべきであると指摘している。ジョークがありすぎると社会に対して貢
献する機会が失われてしまうが、意見を強く主張することにこだわりすぎ
ると説教くさくなり、読者を飽き飽きさせてしまう（2004: 3）
。さらに、
政治的社会的議論に取り組む中で、カートゥーンが最も大きな効果を上げ
るのは、バランスのとれたポジションを取っているときではなく、ある一
つの立場から、ユーモアを交えながら強く主張するときなのである。客観
的な真実を示すことをその役割とするジャーナリストとは異なり、
「カー
トゥーニストは明らかに報道というよりも批評を行っているのであり、そ
の批評とは、
一目瞭然に分かりやすく誇張されたものなのである」
（Hayden
and Phiddian 2004: 27-28）
。また、ジャーナリストによる文字の記事とは異
なり、カートゥーニストの批評は文と画で作られるものであり、それ自体
がより簡単に目を引くもので、ある立場を文字の記事より早くてはっきり
と伝える。カートゥーニストは、複雑な状況をカリカチュアや象徴、ほの
めかし、比喩やメトニミーなどを使って分かりやすいメッセージに簡略化
している（Edwards 1997: 8）
。そして、その複雑な状況の「理解ができた
という魅力的な気分・錯覚を読者に」提供しているのである（DeSousa 引
用 Edwards 1997: 9-10 による )。
このカートゥーンによる批評を発信するのに最も刺激的な方法は、諷刺
である。
諷刺はユーモアの一形態で、
本質的に攻撃的なものであり、通常は、
その主題となるもののモラルの欠如や愚行を批判の対象として指摘するこ
とで、その主題をこき下ろすために使われる。そしてそのことを理由に、
諷刺漫画はよく武器として言及されることがある。たとえば、カートゥー
ニストの仕事は「ナイフで笑わせる」ことと呼ばれている。それは彼らが
通常、カートゥーンのターゲットとされたものの痛みを引き起こし、ま
たしばしば怒りを引き起こすからである (Hayden and Phiddian “Censorship”

2004:11)。カートゥーニストはまた、権力に物申す自由を持つ、現代の「宮
廷道化師」とも見なされることがあるが、それは「彼らの批評家としての
価値があるからこそ、彼らがバカにした人々からの報復に対して、カー
トゥーニストを守るべきだと広く考えられている」(Morris 1989:1)。この、
人を笑いものにする特権とは文化的に認められているもので、そして法的
にも多くの先進国で「適切なコメント」
（“fair comment”) として保護され
ているが、前述した日本のカートゥーニストによる議論でも暗示されてい
たように、そしてユーモア研究者の Marguerite Wells (2006) にも指摘され
ているように、日本の文化では、アメリカやイギリス、オーストラリアな
どの国ほどには、
攻撃的な諷刺が許されることはない。さらに、日本のカー
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トゥーニストの批評の法的位置付けは、もっと曖昧なものである。ある
国での政治漫画の存在感と活気は、研究者にも実践家にも、言論の自由の
レベルを測定する基準とみなされている。政治漫画の位置付けは、ときに、
炭鉱のカナリアに喩えられる。つまり、公的な議論ができる空気があまり
にも抑圧的になったり危険になったりするときには死に絶えるものとい
うことである (Hayden and Phiddian “Censorship” 2004: 11; Marlette 2004: 21;
Alexander Hunter の引用 Turnbloom 2010: 134)。
カートゥーンによる批評は、言論および世論の中でどのような役割を果
たしているのだろうか。カートゥーンが、単に作品の中で扱った対象だけ
ではなく他の人のことも怒らせる力を持っていて、また実際に怒らせてい
る例が数多くある（Lamb 2004 がいくつかの例を挙げる）、永続性のある
人気のシンボルやアイコンを創り出す力がある (Edwards 1997: 19) という
実例もある一方で、カートゥーンは読者を説得する力を持っている、とい
う広く信じられた認識に関する研究とならと、決定的証拠および結論がい
まだに出ていない (Edwards 1997: 6)。アメリカの古参の政治漫画家である
Paul Conrad は、そのカートゥーンが Richard Nixon を怒らせてこの大統領
の悪名高い「敵リスト」にも名を連ねたのだが、キャリアの終わり頃にこ
のように振り返っていた。
「わたしの力はすごい、と言う人もいる（中略）
4 コミックスにおける顔の使用に関する訴訟の報告の一例は大家（2012）。コラージュ
のカートゥーンにおけるパロディの使用に関してはアマノ（2012a）。

もしわたしが、そういう人の言うような力を持っているのだとしたら、社
会の間違いに関する漫画を 50 年も描き続けてきたその結果、アメリカは
パラダイスになっているはずだよね !」(Conrad 2006: 27)。それでも、諷刺
漫画による、社会的問題や政治的な議論への批評や注目は、メディアの
言説の重要な一部分であるとも見なされている。漫画研究者の Christopher
Lamb は、諷刺は、うまくすれば人々に自分たちの弱点について考えさ
せることが出来ると言っている（2004:23）
。Hayden と Phiddian は、政治
漫画は政治的議論の周縁部に作用すると考えている。彼らによるとカー
トゥーンは、政治に対する関心の高い少数派である新聞読者に読まれる傾
向があり、大衆の意見には直接的な影響は及ぼさない。
「しかしながら、
この重要で影響力のあるマイノリティの間で、政策に関する議論が主に起
こるのであり、その読者を通じて、カートゥーニストは重要な役割を果た
している」(Hayden and Phiddian “Censorship” 2004: 4)。また別の研究者は、
政治漫画が公的な議論に対して果たしているおそらく最も重要な貢献はそ
の「議題設定機能」であるという。それは、そのままでは見逃されていた
かもしれない議論するべき主題や問題に目を向けさせる力のことである
(Edwards 1997: 7-8; 茨木 2007: 12-13, 121)。米国の有力なカートゥーニスト
である Pat Oliphant は、良い諷刺漫画とは「強力な意見を刺激させる装置」
であり、「会話や議論の開始に弾みをつけるもの」であるという (Oliphant
2004: 25)。
日本の政治漫画家は、3.11 後の日本の批評空間の中で、十分にこの役割
を果たしていたのだろうか。危機感や新たな切迫感が彼らを行動に駆り立
てただろうか。震災の結果として起こった、政治や社会の問題に対する高
まる公的な関心に対して、彼らは答えを出していただろうか。ここで、ポ
スト 3.11 の政治漫画の事例として、主要新聞（三大紙と共同通信）のカー
トゥーンに注目する。それらは前述したとおり、震災後にあまり変化して
いなかった。そしてそれらを、もっと小規模な出版物やインターネット上
で掲載された、より痛烈な諷刺を行うカートゥーンと比較する。また、そ
れらの作品の主題は、より詳細に分析される。次節では、まず、震災後に
発表されたカートゥーンに注目する。

震災に対するカートゥーンの反応
当初は、カートゥーニストや新聞各紙は震災の被害の大きさにどのよう
に反応して良いか分からないでいるようであった。震災直後に漫画を描く
ことの困難を象徴している例は、おそらく、朝日新聞の週刊誌『週刊朝日』
に 40 年に渡って諷刺漫画を描き続けている山藤章二による反応だった。
雑誌の巻末の漫画コーナーに「ブラック = アングル」という 1 ページ連
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載で 2 回（4 月 1 日および 8 日）
、
山藤は彼の普段のカートゥーン（似顔絵）
ではなく文字だけで、個人的な反応を書き綴っていた。それは、走り書き
の日記の形態で、
ところどころに書き間違いを残したままで、いずれも「忘
月忘日」と日付が記載されていた。この中で彼は、カートゥーンを描けな
いことを、テレビで際限なく流される地獄のようなイメージを見続けるこ
と、余震の中で不安な気持ちでいること、そして自然災害が人災（原子力
の災害）
になってしまうことへの心配と関連づけていた。新聞各紙もまた、
政治漫画によって批評することや、危機的状況の中で政府に対して諷刺
的にユーモアで批判を行うことが適切かどうかについて悩んでいたようで
あった。日刊紙の後ろの方のページに掲載される一般的な 4 コマ漫画が（ポ
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スト 3.11 の社会やその問題について扱っているものもあったのだが）休
載されることなく続いていたのと違って、政治漫画はより不安定なスター
トを切っていた。複数のカートゥーニストを雇っているにもかかわらず、
三大紙と共同通信はいずれも反応が鈍く、カートゥーンを掲載したときに
は、だいたい面白みもない、単純な、絆や政府の支援を要求するものを掲
載していた。
『読売新聞』
『朝日新聞』
、
『毎日新聞』、そして共同通信は全て、
、
5 山藤の作品は震災の数日後に書かれたもののように思われるが、出版事情のために
発行されるのには時間がかかっている。このような週刊誌は発行日の 7~10 日前に発売
され、また出版の 1~2 週間前に書かれる記事がよくある。
6 3.11 後の社会問題を扱った 4 コママンガの例は『読売新聞』の「コボちゃん」（植田
まさし）および『朝日新聞』の「地球防衛家のヒトビト」（しりあがり寿）である。植
田は震災後の 15 日から掲載を始め、省エネ、寄付、パニック購買、被災者を助けたい
という気持ちといった問題に触れた。しりあがりは 1 日早い 14 日から開始しており、
テレビに映された震災の光景にショックを受けて登場人物たちが何も話せなくなってい
る様子を描いている。その後、しりあがりの描くテーマは植田の「コボちゃん」でもと
りあげられているが、もっと持続的に、また深く描かれており、実際に被災地に足を運
んで、作品を通してその経験を物語るといったことまで行われている。

3.11 直後には通常のカートゥーンの連載に反応ができなかった。震災 4 日
後、15 日に、
『読売新聞』と共同通信はいずれも、
震災に関連したカートゥー
ンを掲載した。
『朝日新聞』は 16 日に不安定なスタートを切って、翌週は
カートゥーンを掲載しなかった。そして 1 週間後再開してから、4 月中旬
にはまた 1 週間休載した。
『毎日新聞』の場合では、政治漫画は 8 週間完
全に掲載されなくなり、5 月 3 日にやっと 1 作品が掲載された。しかし 3.11
以前の、1 週間に 3~4 作品を掲載するというパターンには、5 月中旬まで
戻らなかった。どの新聞もほとんどいつも、
大きな様式化された頭を持つ、
少しかわいい感じの低身長の体型で人物を描くという、近年の日本の全国
紙で典型的なカートゥーンの形式であり続けた。それは多くの新聞で掲載
される 4 コマ漫画のキャラクターと類似した形で、あまり攻撃的でない顔
のカリカチュアになっており、ほとんどの場合、わざと醜く描くというこ
とはされていない。これは不幸にも、積極的に批判が行われる際にそのス
タイルによって諷刺の力が弱くなると考えられる。3.11 後に主要な新聞に
掲載されたカートゥーンの最初の二例は下記のものであり（図 1 および図
2）
、これはとくに、この抗し難い傾向の典型例となっている。
全紙とも最初に掲載したカートゥーンは管直人を描いていた。管は震災
前年に民主党の代表となったことで首相になったが、すぐに「ねじれ国会」
（衆参両院の与党がそれぞれ異なった政党であるために法案を通すことが
ほとんど不可能な状態）に直面したことで、震災前には、困難に耐える、
あるいは不活発な人物としてしばしばカートゥーンにされてきた。新聞全
紙の 3.11 関連の最初の漫画は管に行動を迫り、対立する政党間の協力を
要求するものだった。
『読売新聞』のすずきたけるによるカートゥーンは、
政党のリーダーたちが一緒になって、けだるそうな状態の管首相に行動を
起こさせようとしている、
「みんな

がんばろ〜」という作品である（図 1）
。

共同通信のはざま隆治のカートゥーンは管が素早く行動に映るところを描
いている。管は、スーツを脱いで「指導力」と書かれた傾いた標語の下に
吊るし、
作業着に着替えている。下のキャプションには「中身も着替えて」
と書かれている（図 2）
。
『朝日新聞』の山田紳は、管が深い裂け目に取り
囲まれて、
死にもの狂いで叫んで情報を求めているところを描いている（図

3）
。
『毎日新聞』の西村晃一は、
こどもの日の飾りのうえで武将として座っ
ている管と自民党総裁の谷垣が、鎧を脱いで戦いを止め、管の長年の計画
だった子ども手当を廃止し、被災した人や企業のライフライン（いのち）
となる復興財源（予算）を通過させるために協力しようと、そして、風評
被害対策のための手段を打とうとしているところを描いた（図 4）
。
この主要紙のカートゥーニストのゆっくりとした反応と比較すると、オ
ルタナティブカートゥーニストは震災にもっと速やかに反応することが出
来ていた。ニコニコ静画やピクシヴといった人気の画像共有サイトに投稿
するインターネット上のアマチュアカートゥーニストは、とりわけ反応が
早かった。マッタリたけしは、おそらく反応した最初のカートゥーニスト
だったであろう。震災の 2 日後に、彼はニコニコ静画で、彼の何百もの風
刺画によって構成された、
（
「日本負けないぞっ」と題した）
「日の丸」と
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いう印象的な作品をアップした。ほぼ全ての新聞漫画は白黒であるが、
色の制約を受けないために、そして新聞漫画のようにフォーマット上の制
約もないために、マッタリはかなり大きい、複雑で目を奪うような色使い
のカートゥーンを発表することができた。これは国家の結集を批判的でな
い仕方で要求するもので、2000 を超えるページビューと 100 を超えるコ
メントがついた。それ以外にも、その翌日にピクシヴにアップされた秋月
信乃の作品では、擬人化された、氷に覆われた原子炉と、原子力発電所の
作業員を描いたもので、
「冷やせ原子炉 !

頑張れ技術者 !」というキャプ

ションが付けられていた。それは、損傷して加熱した原子炉を冷やそうと
している技術者たちへのサポートを呼びかけたものだった。つまり、新聞
漫画よりも発表が早かったとはいえ、インターネット上のオルタナティブ
カトゥーンも新聞漫画と同じように、批判的なコメントをほとんど付けな
い、団結とサポートを奨励する内容であったのだ。しかしながら、後述す
るように、
オルタナティブカートゥーニストは 3.11 後の出来事に関しては、

7 主要紙の中で『毎日新聞』だけがカラーでマンガを掲載しているが、それは、カラー
広告を出したい広告主がカラーページに資金を出している場合に、そのページに漫画が
掲載されているケースに限られる。
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この後の数か月間は、もっと攻撃的な反応を示し始めた。
本論がカートゥーンの調査を行った約 4 ヶ月の期間の間に、主要紙は、
通常のカートゥーン作品を掲載し続けていた。
『朝日新聞』
、
『毎日新聞』
、
共同通信がカートゥーンによる批判的なコメントを時々掲載していたのに
対して、『読売新聞』は、主張を行うというよりも、政治面のトップ記事
を単に図解したようなだけの、批評というよりも解説的である作品を掲載
する傾向があった。さらに、ごく稀な例外を除けば、主要紙のカートゥー
ンは政治を政治家という狭い意味でだけ見て、政治家を比較的可愛らしく
攻撃的でない仕方で揶揄し、彼らの陰謀（政治工作）
、とくに権力闘争に
だけ目を向けており（例えば、管首相を失脚させようとする試みと、それ
を嫌がる管の姿を描く大量の作品があった）
、モラルに関して突っ込んだ
問いを立てるものや、
社会のなかでもっと広い意味での政治的な行為者（官
僚、メディア、企業、あるいは大衆それ自体）を問うようなものはほとん
どなかった。2011 年の 8 月に、漫画家の橋本勝は、この状況を痛烈に指
摘した記事を書いている。橋本自身がかつては『朝日新聞』の社会漫画、
政治漫画の寄稿者であり、
当時はオルタナティブなニュースサイトの『ザ・
ニュース』やカートゥーン雑誌の『EYEMASK』に作品を掲載していた。
橋本は、「新聞の政治漫画はなぜ原子力の問題を取り上げないのか」と問
いかけ、日本の新聞漫画は望みがない、なぜなら、それらは政治家たちの
似顔絵の域を出ておらず、政治活動を扱ってはいても、もっと重要な論点
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には触れていないからだ、と論じた（橋本 2011）。
8 国家的危機に際して素早い反応を示すのが難しいことは日本に限った問題ではない。
アメリカでも、カートゥーニストたちが 9.11 後に反応しにくい状況があった。カートゥー
ニストの Mike Lester によれば、「被害があまりにも甚大すぎて、おもしろおかしくなん
て、いられなかった」
（Lamb による引用 2004:5）。テロリストの攻撃以前には、ジョージ・
ブッシュは諷刺の対象だったが、突然カートゥーニストたちはブッシュやブッシュ政権
を批判することが不適切で愛国心がないことだと感じるようになり、その結果、多くの
カートゥーンが社説的というよりもナショナリストの応援者になってしまった（Lamb
2004: 3-9）。多くのカートゥーニストはまた、その後しばらくは自己検閲的にもなって
しまった（Lamb 2004: 18）。
9 とはいえ橋本は、狭いものの見方であったとしてもカートゥーンが全くないよりは
マシだと考えている。橋本は 2013 年の中頃に、『読売新聞』が政治漫画を掲載すること
を全くやめてしまった際に、遺憾の意を表明している。橋本は、かつてカートゥーンが
いかに重要であったかを指摘し、『読売新聞』の政治思想には必ずしも賛同していない

この抑圧的な新聞漫画の世界の外にいるカートゥーニストは、震災の
1~2 週間後に、もっと広い視野から、かなり批判的な視線を投げかけてい
る。我々は以下で、震災関連のカートゥーンを 5 つの主たるテーマに分類
して注目してみることで、その好例を見てみよう。5 つのテーマとは、真
実のごまかし、癒着関係、何もしないこと、責任、そして深刻な結果である。

真実のごまかしを描いたカートゥーン
震災直後、福島第一原子力発電所の事故による放射能の目に見えない脅
威が、不安を高めていった。政府と東京電力の、危機をたいしたものでな
いように語ろうとする姿勢や、情報が提供されないことが、これらの恐怖
を悪化させた。インターネット上のカートゥーニストであるマッタリたけ
しは、
日本国旗を使って日本の一致団結を呼びかけた、ナショナリスティッ
クなカートゥーンを発表した 1 週間後に、
「真実を伝えてください（原題
は英語で disclosure of information）
」と題されたカートゥーンを描き（図 5）
、
日本のリーダーが情報を国旗の後ろに隠している様子を非難した。これは
3 月 20 日にニコニコ静画にアップされたもので、以下のようなメッセー
ジが付けられていた。
「真実を伝えてください。デマや風評被害の要因は
情報公開しないこともあると思うので ぜひ事実を隠蔽しないで公開して
欲しいです。」このカートゥーンの中では、管首相と、政府内で情報公開
の責任者にある内閣官房長官の枝野幸男が、震災直後に水素爆発によって
破損された原子炉建屋の一つ（福島第一原子力発電所全体の象徴となって
いる）
の前に立ち、
被害の範囲を国旗で隠そうとしている。このカートゥー
ニストは、管内閣が実際の状況からまさに注意をそらせるために、ナショ
ナリズム的感傷と団結を訴えているのだと暗示しているのである。震災の
すぐ後に、政府は放射能の拡散と危険に関する公的な言説を抑圧しようと
し始めた。その中で政府は、間違った情報や噂を語ることは、食品生産者
や、放射性降下物の影響を受けていない地域の観光地や人々に風評被害を
もたらすだろうとした。風評被害の問題が主流のメディアのカートゥーニ
ものの、『読売新聞』に対して政治漫画を再開してほしいと懇願している（橋本 2013 年
8 月 30 日）。

ストに取り上げられた例は限られているが、それは大衆に注意を促すもの
であった。たとえば共同通信のカートゥーニストであるあらい太朗による
作品は、買い占めは購入者に悪い評判をもたらすだろうと警告するもので
あった（
『山陽新聞』2011 年 3 月 25 日）
。そしてオルタナティブカートゥー
ニストたちのようには、政府の目的を問うということはなかった。
震災はまた、原子力は安全だとかつて保証し、震災後にもこの立場を支
持し続けていた政府と産業の姿勢を考察させる契機にもなった。インター
ネットカートゥーニストの壱花花は、3 月に自身のウェブサイトで発表し
た「説得力ゼロ」というカートゥーン（図 6）の中で、日本が、広島と長
崎に落とされた原子力爆弾による被爆の被害者としての視点から核兵器の
脅威を世界に対して主張するのと同時に、同じ規模の核の大災害を引き起
こす可能性を持っている国内の原子力政策を前に進める、という姿勢に内
在する矛盾を指摘した。そのカートゥーンでは、日本の議員が放射能の化
学防護服を身にまとって国際連合に対して演説をしている。聴衆が驚くこ
とに、演説者は北朝鮮の継続的な核開発の脅威を強調し、繰り返し、反核
兵器運動の月並みなフレーズである「ノーモアヒロシマ」を繰り返してい
るかたわら、同時に演説者の裏ではこの国の原子力発電所が原子爆弾のよ
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うなキノコ雲を発しながら爆発している。
年 2 回刊の小規模なカートゥーン雑誌『EYEMASK』のオルタナティブ
カートゥーニストたちもまた、問題を隠そうとしているように見える人々
に照準を定めていた。橋本勝は、2011 年 5 月の、日立などの日本の製造
業がまだ原子炉をベトナム、トルコ、リトアニア、あるいは他の国に輸出
しようと計画しているというニュースを受けて（中田 2011）
、それをまだ
安全な技術だと言って売り続けようとすることの倫理観を問題にした。橋
本の 2011 年 6 月のカトゥーン（図 7）は、日本のセールスマンが、放射
能防護服を着た巨人が持つ、原子炉でいっぱいのスーツケースの中のサン
プルを指さして、購入希望者であるベトナム人のグループに対して、この
技術は「安全」で「クリーン」だと伝えている様子を描いている。このカー
10 本論が取り上げた壱花花によるカートゥーンは、コメントが添えられた形で 2006
年から 2013 年の作品が再録された 2013 年発行の本にある。

トゥーンのキャプションは、福島第一原子力発電所の事故をほのめかして
おり、
「それでも、原発の輸出はやめられない」と書かれている。
橋本はまた、最終的には不要だったと証明された、そして結局、原子力
の必要性をアピールするための陰険な策略だったのではないかと疑われて
いる、計画停電によって東京都を脅す電力会社もターゲットにしている。
同じ 6 月号には
「計画停電で原発は必要のキャンペーン」というカートゥー
ンも掲載されている（図 8）
。このカートゥーンでは、両親と小さな子供
からなる家族が、計画停電のため電気が来ていない暗い家でテーブルを囲
んで座り、最後の手段としてろうそくを用いざるをえない一方で、外では
原子炉が微笑みを浮かべて、放射性物質の容器を手にして、その便利さを
家族に向かってアピールしている。
もう一人の『EYEMASK』のカートゥーニストである倉田新は、日本共
産党の『しんぶん赤旗』のカートゥーニストでもあるのだが、政府機関の
倫理観と目的を問題にしている。復興に関わる機関は、被災者にはお金を
ほとんど回さず、全国から寄付された義捐金の大部分を自分たちの貯金
としているのではないかという疑いがあらわれ、しかしこれは被災者のた
めに貯金しておくのだと主張している。倉田の 6 月号に掲載されたカー
トゥーンでは（図 9）
、
キャプションは「活用できる大きな袋」とされ、太っ
た無関心な官僚がオフィスでリラックスして新聞を読んでいる。デスクに
は「内部留保」と記された大きな金袋が置かれている。オフィス窓の外で
は、破損したビルのがれきの上に座礁した大きなボートが描かれ、膨大な
量の後片付けと再建などの、被災地の人々が直面している問題を象徴して
いる。

癒着関係を描いたカトゥーン
オルタナティブカートゥーニストは、関係性を検討する際には、主流の
ニュースメディアが多かれ少なかれタブーとするトピックも持ち出す。6
月に、壱花花は、新聞政治漫画が出来る限界を超える、より辛辣な政治諷
刺を「原発推進大連立」と題されたカートゥーンで行った（図 9）。そこ

ではベッドにいる恋人のメタファーが用いられた。このメタファーは海外
の政治漫画ではよく使われるが、日本の新聞漫画では全く使われることが
ない。壱花花はこれを、民主党の岡田克也と自民党の石原伸晃の間で行わ
れた、連立に向けた政党間の対話を描くのに用いた。継続的な原子力の使
用を支持するという接点でつながる、この二人の政治家は、ベッドに横た
わって、岡田が煙草を吸っている。ベッドカバーのデザインは、それぞれ
の政党のロゴを組み合わせたものである。すぐ近くにはティッシュの箱が
あり、それは福島第一原子力発電所の建屋を連想させるデザインになって
いる。この場面は、このカップルがベッドでの親密な関係が満たされた直
後であることを暗示している。岡田は石原に向かって、「お前の黒い過去
は忘れてやるから俺と一緒にならないか」と言う。石原は「あんたのボス、
頼りないわよね」と岡田の政党のリーダーである管首相について言及して
いる。窓のところには原子力支持派である経団連会長の米倉弘昌が、覗き
屋のように、このベッドルームのセックスシーンを興奮して眺めている。
電力産業がメディアへの提供と広告に大量の資金を費やしていることを
取り上げた報道は、両者の緊密な関係を問題視させるに至ったにもかかわ
らず、その関係は新聞漫画家に問われていなかった。ニコニコ静画に 4 月
12 日にアップされたマッタリたけしのカートゥーン（図 11）は、東京電
力の社長清水正孝が、おなかの上に企業ロゴを付けて、マスコミとみっと
もない姿で抱き合っているところを描いたもので、「癒着 : 反原発を訴え
ると芸能人は干されるようですね。
」というキャプションで投稿されてい
た。カートゥーンのコマの中には「癒着」というタイトルが付けられ、不
義の性的関係を暗示するような暗い感じのイメージとともに、べとべとし
た汗まみれのような音を表すオノマトペ（ベタ、ベタ、ベタ）が付けられ
た。社長が手にしている札束は、メディアがお金のために自ら身体を売っ
ていることをほのめかしているように見える。
「幻の読売国際漫画大賞」と題された、壱花花の 10 月のカトゥーン（図
13）では、
『読売新聞』がかつて開催していた国際漫画賞の賞金が、『読売
新聞』の原子力産業に対するプロモーションに使われるために隠されると
いう様子がイメージ化されていた。長期間にわたって原子力産業をプロ

モーションしてきたために「原子力の父」として知られる読売新聞社前社
長であった故正力松太郎（1885-1969）が、日本の民話のキャラクター「花
咲かじいさん」として描かれている。松本は「讀賣新聞」というラベルの
貼られた原子力の木に腰掛け、桜の花びらではなく放射性物質の入ったド
ラム缶から放射能をまきちらしている。木の下には、読売新聞社の現社長
である渡邉恒雄が鍬を手にして立っており、
すぐ横には渡邉の愛犬がいる。
その犬は、元首相で初期の政府の原発推進者であった中曽根康弘である。
この二人は読売新聞の原子力の木の下に隠されているお金を掘りおこして
いる。このカートゥーンは、金、メディア、産業、政治の絡み合いを暗示
しており、新聞の原子力に対する無批判な姿勢と、おそらくは『読売新聞』
の政治漫画家が原子力の問題に触れない理由を示唆している。

何もしないことを描いたカトゥーン
主流の全国紙の新聞漫画では、優柔不断や先延ばしや政治闘争などのた
めに、政府が何もしない、あるいは行動が遅いという問題は、数限りな
く取り上げられてきた。たとえば、針すなおの『朝日新聞』の漫画（2011
年 5 月 23 日）では、東北地方の地図が下（東京）の方の政治家に向かっ
て怒りをぶちまけており、
「いつまで

ガタガタ

なにやってるんだーっ !」

と叫んでいる（図 13）
。野党自民党の党首、
谷垣禎一、国民新党の亀井静香、
管首相という 3 人の政党代表者たちは、この怒りに対して無関心で、仲間
割れしてもめている。3 人ともヘルメットをかぶって、それぞれ異なった
復興委員会（ショベルカーとして描かれている）を操作しており、それぞ
れの動きを互いに妨害しているので、大騒ぎしているが何も進展がない。
重要な問題に取り組むために協力するよりも口論したり工作したりする
ような政治家に対するこの種の批判は、
現実にはっきり結びつけることで、
より痛烈なものになり得る。つまり、被災地を表現するのに地図のような
抽象的なシンボルを使う代わりに、被災している人々や被災地のよりリア
リスティックなイメージを使えば、状況をより切迫しているように見せ、
また政治の怠惰をより不品行なものに見せるだろう。しかし、こういうこ

とが主流の新聞の政治漫画で行われることはあまりない。例外のひとつは
2011 年 6 月 18 日に朝日新聞に掲載されたやくみつるのカートゥーンであ
る（図 14）。その中では、管首相と野党の党首が、リーダーシップをめぐ
る終わりのない議会討論を行っているのだが、場所は議会ではなく、うん
ざりして、心配そうにしている、落ち着かない様子の被災者の前である。
家もプライバシーもなく、体育館やコミュニティホールの中で段ボールで
区切られた小さなスペースに住んで、震災から 3 ヶ月立ってもまだ仮設住
宅に住むのを待っている、そういう被災者である。二人の政治家は管首相
の退任をめぐって意味のない議論を行い時間を無駄にしており、その間、
周りにいる人々は被害を受け続けている。ここに被災者が含まれること
は、両政治家に対する強烈な道徳的打撃になっている。これは主流の新聞
が行ったとげとげしい批判としてはめずらしい例であり、また一般の人々
（政治家ではない人々）や被災者を直接的に描いためずらしい例でもある。
マッタリたけしや壱花花のような、全国紙以外で作品を発表するオルタ
ナティブカートゥーニストたちは、もっと頻繁に、被災者や震災を直接的
に描くことができている。その一例は管首相があわてて避難所を初めて
訪問した 4 月 21 日にニコニコ静画に投稿された、マッタリたけしのカー
トゥーンである（図 15）
。この訪問は被災者を思っての行動というよりも
「カメラ映り」を気にしたもののように見えるが、このカートゥーンは、
被災者の首相に対する怒りに同調していることを、被災者の言葉をパラフ
レーズすることで表現している。漫画の前面に描かれる管首相は、ほんの
少しの被災者の不満を聞いただけで、時間を惜しんでその場を離れようと
している。その後ろの方で被災者は「もう帰るのか !」と呼びかけている。
コマの外から、管首相の用心棒達が「首相

次の避難所に早く行きましょ

う !!」と言ってせかしている。マッタリたけしの漫画は被災者を描いた事
例というだけでなく、管の不機嫌な表情や深くしわの寄った顔を誇張して
故意に醜い姿を描くことで、主流の日刊紙のカートゥーニストによく見ら
れる攻撃的でない諷刺のスタイルからオルタナティブカートゥーニストは
逃れることが出来ていることを示す事例でもある。このカートゥーンはま
た、このことが起こった同日に発表されており、レスポンスの速さも示し

ている。これはスケジュールと編集プロセスが固定している新聞漫画家に
は出来ないことである。
震災の悲惨な様子のリアリスティックな描写を活用したオルタナティブ
カートゥーンの一例は、マッド・アマノによるフォトモンタージュ漫画で
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ある。2011 年 6 月 3 日の「パロディータイムズ（「The Parody Times）
」掲
載のカートゥーンでは（図 16）
、アマノは、オフィスのデスクでぐっすり
眠っている優柔不断な管首相を、オフィスを 20km の警戒区域の中に配置
させて原子炉に近づけている。窓の外に爆発している原子力発電所の建屋
があり、
カラスが放射性物質のシンボルをくちばしにくわえて飛んでいる。
前景では携帯測定装置が放射能レベルを測定している。このカートゥーン
のフォトリアリズムが、管首相の、窓の外にある危険に無関心な様子を強
調している。

責任を描いたカートゥーン
責任を問うことをより広範囲で、また定期的に行うことも、オルタナティ
ブ政治漫画家が主流の新聞漫画家をしのぐ領域である。
『朝日新聞』の山
田紳は、福島第一原子力発電所の人災を引き起こした人々を批判する唯一
の新聞漫画を描いた（図 17）
。2011 年 5 月 21 日の力強い漫画では、巨大
な卵の殻が、放射能の噴出により破られ、逃げ惑う人々に向かって丘を転
がり落ちていく様子が描かれている。群衆は日本共産党の党首志位和夫の
「まともな安全対策無しに多くの原発をつくったのは自民党政権の責任だ」
という発言を繰り返している。群衆はこれに加えて、
「てなことは国民の
多くが思っているのに !」とも言っている。
「自民党のなかから
お詫びもないところが

反省も

ダメなんだなあ」というキャプションが、日本の

電子力産業を半世紀以上に渡って発展させてきたこの政党に対して責任を
負わせる意識を強調している。
オルタナティブカートゥーニストによる、責任を問おうとする数多くの
11 『EYEMASK』やその他小規模の週刊誌や月刊誌、自身のウェブサイト「パロディー
タイムズ」に作品を発表しているマッド・アマノは、フォトモンタージュの「パロディ」
作品を 40 年近くにわたって制作している。1978 年に文藝春秋漫画賞を受賞した。

カートゥーンのうちの 3 例が、マッタリたけし、マッド・アマノ、橋本勝
によるものである。ニコニコ静画に 2011 年 5 月 5 日に投稿されたマッタ
リたけしのカートゥーン（図 18）は、
「お詫びトリオ : 今日もまた謝罪、
明日もまた謝罪」と題された。そこには 3 名の人物が描かれている。右側
は管首相で中央にいるのは東京電力の社長勝俣恒久であり、両者とも原子
力発電所の事故の処理に関して何度も謝罪をしてきた。両者は作者によっ
て、左側に座っている焼肉酒家えびすの社長と同等の者として位置付けら
れている。2011 年 5 月の間に、
焼肉店で顧客が食中毒になり 4 名が死亡し、
その後で、この企業の肉の処理方法が 2009 年から組織的に不適切な取り
扱いだと認めて、
この社長は約 20 回も謝罪をしていた。台の上に置かれた、
白い布のかかった短刀を前に、3 名とも顔に汗を浮かべ申し訳なさそうな
表情をしてひざまづいている。これは、日本の前近代において罪を認め謝
罪するための伝統的な方法であった切腹のための道具立てである。キャプ
ションは「まことに申し訳ありません」とある。切腹をほのめかしている
のは、彼らがいつもやってきた面目を保つためのメディアを意識した表面
的な謝罪ではない、心からの謝罪と反省を求めた、このカトゥーンの諷刺
的誇張法と考えられる。
マッド・アマノの『EYEMASK』2011 年 6 月号に掲載されたカートゥー
ン「英雄か奴隷か ?」
（図 19）では、損傷した原子炉の建屋に送られ問題
を封じ込めようとする労働者は、自らの命を危険にさらす英雄、つまり
当時のメディアに広く語られた「フクシマ 50（Fukushima fifty）
」(Samuels
2013: 44) なのか、
それとも電力会社が人命を軽視していることを暗示する、
電力産業のただの奴隷なのかを問うている。このカートゥーンは、その地
域を制圧したことを示すためにアメリカ国旗を山に掲げる、第二次世界大
戦中の硫黄島の米兵というアイコニックなイメージを使っている。しかし、
このカートゥーンの中では山の頂上が福島第一原子力発電所の損傷を受け
た建屋に置き換えられている。その建屋の頂上で、防護服を着た東京電力
の労働者たちが、電離放射線のシンボルが描かれた旗を掲げて、事態を終
息させたことを主張している。
橋本の『ザ・ニュース』ウェブサイトに 2011 年 8 月 2 日に掲載された

カートゥーン（図 20）は、マスコミ、学者、電力会社（東京電力）、政治家、
財界人、役人が、ひびが入って漏れが発生している原子炉の前にある被告
席に座り、原子力発電所の事故に関する責任について裁かれるのを待って
いる。日本における原子力賛成派のロビー活動はこれらの者たちによって
行われ、彼らは、その緊密すぎる関係によって、原子力発電産業に対する
批評家から「原子力ムラ」と呼ばれてきた。彼らを訴えようとする者はい
ないが、このカートゥーンは後ろに隠れている裁判官に向かって、表に出
て自分の仕事をするように呼びかけている。タイトルは「被告席の後ろに
隠れている裁判官たちよ出てこい !!」とある。

深刻な結果を描いたカートゥーン
オルタナティブカートゥーニストはまた、核の問題を悲惨な結果や病気、
死と結びつけている。これもまた、疾病や死を触れるのが多かれ少なかれ
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タブーになっている主流の新聞政治漫画の先を行っている。壱花花の 4
月と 5 月のカートゥーンは、まず労働者と食べ物、それから一般人と子供
を対象にした、放射能の標準安全レベルを引き上げようとする、多くの人
にとって危ない芝居を打つようなことに見えたこの行動に狙いを定めてい
る。
止まらない放射能汚染を受けて当局と原子力安全委員会が行った、人々
を安心させるためのその場当たりそうな変更は逆効果をもたらし、混乱や
心配、怒りを増幅させた。壱花花が 4 月に発表した「基準値」というタイ
トルのカートゥーン（図 21）は東京電力のバッジがついた防護服を着て
マスクを付けている人物が、片手に泣いている赤ちゃんを抱いている。も
う片方の手には原子力のシンボルがついている黄色い液体が入った哺乳瓶
を持っており、この放射性物質をもっと赤ん坊に与えようとしているとこ
ろである。この東京電力の人物は「もうちょっと飲めるかな」と思い込ん
でいる。このカートゥーンは事故のたった 6 日後に、厚生労働省が食品の
放射能の最大安全量のレベルを一時的に引き上げたことを受けたものであ
12 日本の政治漫画の限界をタブーの視点から説明し、また朝日新聞に作品を掲載拒否
された経験を語るものとしては、日本人カートゥーニストの山井教雄の講演を参照（山
井 2007）。

る（壱花花 2013: 160）
。5 月に壱花花は文部科学大臣の高木義明に対して
怒りをぶつけている。それは高木が 5 月 15 日に発表した、福島県の生徒
に関して年間放射線量の限度を 20 ミリシーベルトとした声明を受けての
ことであった（図 22）
。壱花花のカートゥーンでは、爆発した原子炉の建
屋とその近くにある校舎がいずれも福島県の地図の上に置かれ、ガラスの
ドームに覆われている。校舎から伸びた腕が、危険から逃げようとする男
の子の足首をつかんでいる。ガラスのドームの外で安全でいる文部科学相
は、その地域の生徒を象徴する男の子に向かって「20 ミリシーベルトま
で耐えろ」と要求しながら見ている。このカートゥーンは「がんばろう日
本 !」というタイトルで投稿された。この新しく導入されたレベルは、前
の大人の安全基準値の 20 倍で、またドイツの原子力発電所で働く成人に
対して使用されているレベルと同じであった。文部科学省の外で保護者に
よって行われたデモ（Willacy 2011）も含む大衆の怒りによって、5 月末
までに方針は破棄されることとなった。長期に及ぶ放射能の安全レベルへ
の変更は、主流の新聞漫画家によっては問題化されないことであった。
壱花花による 5 月のもう一つのカートゥーンでは、財団法人放射線影響
研究所（RERF）による福島県の住民 15 万人に対する 30 年間の調査計画
が、RERF のルーツである戦後の原爆傷害調査委員会（ABCC）と結び付
けられている。第二次世界大戦後に ABCC は、被爆者に対して治療を行
うよりもデータを集め、
研究のために死者の身体を要求することすらした。
このカートゥーンのタイトル「モルモット」は、犠牲者を単に実験の対象
として扱うことを暗示しており、RERF の調査目的を疑問視し、被災者を
同じように扱うだろうとほのめかしている。このカートゥーンは福島県の
被災者が爆発した原子炉とともに研究所の標本瓶に入れられている様子を
描いている。この瓶は、広島、長崎、第五福竜丸（1954 年のアメリカに
よるビキニ環礁での水素爆弾実験により被爆した日本の漁船の名前）と書
かれた他のビンと並べて置かれている。ABCC は死神の姿で後景に不気味
にぼんやりと描かれている。前景には、目が微笑んでいる医者の格好をし
じんたいじっけん

た RERF が福島県の被災者を調べようとしているところで、「健康調査を
しましょう」と言っている。

その他のオルタナティブカートゥーニストもまた、作中で死を想起させ
ている。インターネットではマッタリたけしが、前述したように切腹をほ
のめかす作品を発表しており、また『EYEMASK』では橋本勝や森本清彦、
マッド・アマノが死のシンボルを用いている。その一例は 2011 年 6 月号
に掲載されたマッド・アマノの「パロディ」カートゥーンで（図 23）
、
「計
画停電より計画原発解体を !」と呼びかけている。作中ではスーツを着て
東京電力のロゴのついたネクタイをしている人物が、頭がい骨の上に放射
性物質のシンボルが描かれている電球の頭をねじって外している。ここで
は、東京電力と原子力と死が明確に結び付けられている。新聞漫画家は、
死に対する言及を抜きにしてすら、このように企業を直接的に攻撃するこ
とについて非常に消極的である。

結論
上記の分析から明らかなように、インターネットや小規模出版のカー
トゥーニストは、主流の新聞漫画家たちによる作品に見られるような、政
治家個人や政界内の駆け引きだけに注目することや、比較的可愛く見える
攻撃的でない似顔絵を中心としたスタイル、諷刺的な笑いの欠如といった
ことから、たやすく逃れている。オルタナティブカートゥーニスト、は編
集上・企業上の制約の多くから自由であり、そしてまた、オンラインで活
躍している場合にはとくに、出版の制約（サイズやフォーマット、色使い、
刊行スケジュールなど）
からも自由である。さらに、これらのオルタナティ
ブカートゥーニストは、比較的に多岐にわたったテーマを、より想像力を
働かせて痛烈な仕方で描いている。このようにして、彼らは、注目に値す
る重要な論点に対する大衆の言説に寄与するという政治漫画の基本的な役
割に関して、主流の新聞に掲載される政治漫画よりも大きな可能性を示し
ている。
しかしながら、別の面では、オルタナティブカートゥーンは制約もされ
ている。オルタナティブカートゥーニストは数が少なく、作品を発表する
場所も限られており、いつもニュースに即対応しているわけではない。週

刊誌の場合、
また月刊誌や『EYEMASK』のような年 2 回刊誌の場合、ニュー
スや問題の発生と刊行スケジュールの間に時間差が生じると、即時性が失
われ、
潜在的な諷刺の効果の多くはインパクトが弱まってしまう。インター
ネット上のオルタナティブカートゥーニストの場合には、新聞漫画家より
もずっと素早く反応することが可能である一方、いくつかの事例で見たよ
うに、はっきり決まった刊行スケジュールを持たないアマチュア作家が大
半のため、アイデアがあるときや怒りに火が付いたときにだけカートゥー
ンを描くことになる。このことによって、彼らの作品は全体的に散発的に
なり、固定の読者を獲得することが見込みにくい。さらに、オルタナティ
ブカートゥーンの限られている数および散発的な発表によって、結局は多
くの問題（たとえば、海外からの協力を東京電力が拒否したことや、放射
線治療薬をめぐる詐欺、車椅子の利便性が悪いことによって引き起こさ
れた多くの死や、3.11 の事故に至るまでの原発にかんする裁判の判決、補
償をめぐる被災者の怒りなど）が、主流の政治漫画家だけでなくオルタ
ナティブな政治漫画家によってもまだ手が付けられていないままになって
いる。オルタナティブカートゥーニストの作品と伝えたいメッセージはま
た、数多くの人に届かない。
『読売新聞』
、
『朝日新聞』、『毎日新聞』とい
う三大紙の巨大な購読数および共同通信社配信の政治漫画を使う地方紙に
よる全国的なリーチは、新聞漫画が数百万の読者の元に届いていることを
意味している。しかしながら、カートゥーンを掲載している週刊誌の発行
部数は、新聞の規模の何分の一かでしかない。カートゥーン専門誌である
『EYEMASK』の発行部数は数千であり、ニコニコ静画や Pixiv といった人
気の画像サイトに掲載される政治漫画の閲覧数は、ほんのわずかな数から
数千まで幅がある。時にこれらのカートゥーンはインターネット以外で
も公表されることがある。橋本勝のカートゥーンは 3.11 後の反原発デモ
でのプラカードに使用されたため、より多くの人の目に触れた。ウェブで
活躍するカートゥーニストは、マッド・アマノ（2012）や橋本勝（2013）
、
壱花花（2013）のように時々作品を本でも発行することがあるが、多くは
小規模な出版社から発行され、だいたい発行部数は小規模である。
それでも、主流の新聞政治漫画が末期的衰退期に入ったように明らかに

絶望的に減少している現状では、オルタナティブカートゥーニストの仕事
がより多く公開されることが、政治漫画が将来的に日本の公的な言説およ
び社会の問題における議論の中で有効な批判的役割を果たしていくための
最大の望みだ。出版メディアの売上が現在縮小していることも考えると、
このことに関して最大の可能性を持っているのはインターネットである。
もしもアメリカの Daryl Cagle’s Political Cartoon Index のような、日本の
カートゥーンの組合のウェブサイトが作られ、カートゥーンによる批評に
興味がある人々と、カートゥーンを買いたいと思っている出版あるいはイ
ンターネット出版の編集者にとっての総合的な場が出来たら、それは、多
くのオルタナティブカートゥーニストの作品を蓄積するものになり、結果
的にはより頻繁なアップデートと、より多くの閲覧者を獲得することにつ
ながるだろう。オルタナティブカートゥーニストはソーシャルメディアで
カートゥーンをうまく使った事例から学ぶことができる。たとえば、シリ
アの危機期に関する政治漫画の発表場として反政府のカートゥーニストが
Comic4Syria と名付けた Facebook ページやツイッターアドレスを集合的に
使用した仕方（Krings 2014）である。他の事例は「ライブ・ドローイング
（あるいは「ライブのような」カトゥーン）
」と呼ばれる。それはニュース
報道ウェブサイトのオンラインのニュースフィードがある出来事（事故、
選挙、議会での議論、デモ、イベントなど）に関する情報をリアル・タイ
ムで更新しながら、現場にいるカートゥーニストの早くできている作品を
同時にアップする方法である。米国ではこのやり方の実験的導入の結果は
ニュースフィードがより多くのフォロワーを獲得し興味を引いた（Tornoe
2014）
。そして政治漫画ではないが、成功した日本の事例として、もんじゅ
13

君というカートゥーンのキャラクターがある。福島第一原子力発電所の
事故の 2 か月後に創作され、原子力問題に取り組むための批判的なコメン
トをするキャラとしてツイッターで使われた、このキャラクターは、2012

13 もんじゅ君の名前は、福井県にある同名の高速増殖炉タイプの実験炉に由来してい
る。この実験炉は 1996 年に完成したが、完成時から操作上のトラブルや事故、スキャ
ンダルに悩まされてきた。今では発電所というよりも研究施設となっているために、無
用の長物だと考える者も多い。

年 7 月までに 70,000 を超えるフォロワーを獲得していた。2014 年までには、
このクリエイターは、このカートゥーンのキャラクターとその名前を使用
し、大手出版社からエネルギー使用に関する本 3 冊も出版し、また新聞 2
紙でコラムの連載を書いている。
現在のところは、新聞の政治漫画に対する関心は高くない。新聞の政治
漫画は痛烈な諷刺を行うことがあまりないため、人々は新聞漫画に批判的
論評を求めることはあまりない。それで、実際に注目すべき重要な問題に
ついて有意義なコメントをする新聞漫画が紙面に掲載されても多くの読者
の目がそれを向かない、役割を果たすチャンスを失ってしまう（つまり、
普段、新聞政治漫画に関心を引く意味のある批評があまり現れないので、
読者のそのものに対する期待もたない）
。もし、もっと一貫して批判的で
あるオルタナティブカートゥーニストの作品が、より多くの人の目に触れ
るようになれば（それはおそらく前述した方法によって達成されるであろ
う）、批判的な関心を高める可能性を持つ表現としてカートゥーンにもっ
と関心が寄せられ、また、ぜひとも必要である新しい才能がもっとこの分
野に参入してくるようになることは間違いない。
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