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【贈賞の理由 受賞者の紹介】 

 

■日本記者クラブ賞 橋本五郎（はしもと・ごろう）読売新聞東京本社特別編集委員 

政治記者として長い経験を重ね、読売新聞に毎月、コラム「五郎ワールド」を連載している。

わかりやすく政治の世界を解き明かし、複雑な政治と読者との距離を縮めた。直近の政治だけで

なく、老いや病、死といったどの人間も向き合うテーマをとりあげ、自分の死生観、人生観を穏

やかに語っている。古今東西の古典や著作を豊かに引用し、歴史に学び、グローバルな広がりを

踏まえ、温かい目線で読者の共感を呼んだ。政治コラムの新しい境地を切り開いた。テレビ・ラ

ジオ番組のレギュラー出演も多く、ソフトな語り口と的確なコメントで本質を突き、視聴者の理

解を深めた。世の中の「なぜ」に答え、みずから主張するすべのない人の側に立ちたいという原

点を 44 年間の記者人生で貫いてきた。新聞離れや活字離れが懸念される中、ジャーナリズムの

成熟と新しい役割を示したことは日本記者クラブ賞にふさわしいと高く評価された。 

 

＜経歴＞1946 年 12 月秋田県生まれ。67 歳。慶応義塾大学卒。70 年読売新聞社入社。1976 年

から政治部。論説委員、政治部長、編集局次長などを務め、2006 年から特別編集委員。2011 年

3 月まで「ズームイン!!SUPER」（日本テレビ系列）に出演。現在、読売テレビ「ウェークアップ！

ぷらす」にコメンテーターとして出演している。著書に『範は歴史にあり』『「二回半」読む』（共

に藤原書店）、『総理の器量 政治記者が見たリーダー秘話』（中公新書ラクレ）、『新聞の力―新

聞の読み方で世界が見える』（労働調査会）などがある。 

 

■日本記者クラブ賞 山田孝男（やまだ・たかお）毎日新聞社政治部特別編集委員 

毎日新聞に毎週、連載するコラム「風知草」で、当事者や専門家への取材を重ね、ニュースを

発掘している。東日本大震災後は原発問題を丹念に取り上げ、隠された事実を提示し、新聞の役

割を読者に示した功績は大きい。 

特に、「小泉純一郎の『原発ゼロ』」（2013 年８月 26 日付朝刊）は、小泉元首相の脱原発に踏

み出した発言を独占インタビューで特報した。大きな反響を呼び、原発の是非をめぐる論争を社

会に巻き起こした。また、中部電力浜岡原発の危険性を指摘し「浜岡原発を止めよ」（2011 年４

月 18 日付朝刊）と主張したのを皮切りに、政権内の動きを４週にわたってコラムで追及した。

論議が深まる中、菅直人首相（当時）が運転停止を中部電力に要請する事態に至った。いずれも、

問題提起型のコラムが実際に世の中を動かした例であり、ジャーナリズムの活性化にインパクト

を与えたことは、日本記者クラブ賞にふさわしいと高く評価された。 

 

<経歴＞1952 年 3 月東京都生まれ、62 歳。早稲田大学卒。1975 年毎日新聞社入社。長崎支局

を振り出しに、東京本社社会部などを経て 84 年から政治部。福島支局次長、政治部長、編集局

次長、編集局総務を経て、2007 年 10 月から政治部専門編集委員、同年 12 月から月曜朝刊コラ

ム「風知草」を連載している。2014 年 4 月から政治部特別編集委員。著書に小泉元首相の脱原

発発言の独占インタビューと日本記者クラブでの会見をまとめた『小泉純一郎の「原発ゼロ」』

（毎日新聞社）がある。 

■日本記者クラブ会報 

6 月号「受賞のことば」http://www.jnpc.or.jp/files/2014/06/jnpc-b-2014062.pdf 
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司会 会田弘継企画委員長（共同通信特別編

集委員） 皆さん、こんにちは。本日は、日本

記者クラブ賞を受賞されました読売新聞の橋

本五郎特別編集委員と毎日新聞の山田孝男特

別編集委員をお迎えして、対談方式でお話をお

聞きしようと思います。私は、司会の共同通信

特別編集委員の会田です。 

橋本さんは読売新聞で毎月１回、コラム「五

郎ワールド」を連載され、山田さんは毎日新聞

で週１回、コラム「風知草」を書いておられま

す。この 2つのコラムでのご活躍がお二人の贈

賞理由となり、このたび日本記者クラブ賞を受

賞されました。 

橋本さんは 1946 年に秋田県でお生まれにな

り、慶應義塾大学卒業後、読売新聞社に入社さ

れました。地方支局は浜松で、その後、政治部、

論説委員の道を歩まれました。 

山田さんは東京生まれで、早稲田大学政経学

部を卒業され、1975 年に毎日新聞に入社され

ました。支局は長崎、それから北九州市にある

西部本社を振り出しに、社会部を経て政治部に

行かれました。 

お二人は、政治部記者になって以来、政治部

長をお務めになり、編集局総務や局次長といっ

た編集局中枢を経て編集委員になられるなど、

ご経歴は似ていますが、地方から来られた橋本

さん、東京生まれの山田さんということで、タ

イプがちょっと違います。 

橋本さんのコラムは、広い分野を対象に古今

東西の古典や著作を引用し、歴史に学ぶ内容で、

温かい目線で読者の共感を呼ぶものです。私か

らみると、極めて温かくゆったりとしたトーン

のコラムです。 

山田さんの方は、それと対照的に、極めて鋭

い、文体としてもピリピリとしたところのある

緊張感をはらんだコラムだと思います。日々の

事象を鋭く捉えて批評されており、その辺は対

照的なお二人かなと思います。 

違いと言えば、もう一つあります。 

橋本さんはテレビや著書でも広く活躍され

ています。最近では中央公論新社から『総理の

覚悟』を出しておられ、新聞だけでなく、著作

や書評もたくさん書かれておられます。 

山田さんは、コラム一本です。山田さんは、

こう書いておられます。「新聞のコラムという

ものは、折々の話題、流行、世間の気分に密着

して成り立っているもので、時代と切り離せな

い。その時局では誰の目にも明らかだったこと

も、時間がたてば忘れられてしまう。だからコ

ラムは時とともに、雪のように消えていくもの

だと思っている」。私は、この覚悟がすごいな

と思います。 

ここでもタイプの違いを感じます。 

最初に、お二人からコラムをどういうふうに

お書きになられているのかをお聞きしたい。テ

ーマは、いつ、どのように決めて、どのように

準備しておられるのでしょうか。 

書くタイミングが大切 

橋本五郎・読売新聞東京本社特別編集委員 

先日、「テーマが決まったら一気に 1～2 時間

で書き上げる」というような私の発言が読売新

聞の社報に載り、娘がそれを読んで、「違うじ

ゃないか。いつも締め切り間際に書いているだ

けじゃないか」と言うんです。「そんなことは

ないんだ。書いているのは確かに締め切り間際

かもしらんけども、ずっと考えているんだ」と

反論しました。 

一番大切なことは、タイミングです。例えば、

亡くなった哲学者の池田晶子さんのことを書

きましたが、いつ書いてもいいというわけでは

なく、7年目の亡くなった 2月、やっぱりそこ

でなければ、と思いました。新入社員や大学の

１年生に呼びかけるときは、やっぱり 4月です。

やはりタイミングは考えます。 

テーマについては、いささかオーバーに言え

ば、何を書くかは毎日考えています。これにし

ようか、あれにしようかというぐあいにあらゆ

るものが材料になります。 

もう一つ、テレビでいえば「つかみ」という

んですか、最初に読む人の心をうまくつかむ工

夫は必要だなと思います。そのためには、やさ

しく、できるだけ日常的なところから入るのを

原則としています。 

それから、自分が本当に思っていることを書

こうと思っています。私は、がんになって残さ

れた年数はないかもしれない。だったら、自分

の気持ちに素直に書きたい。 

そうすると、また娘から、「お父さんは 1,000

万部を私物化している」と、こう言われるので

す。「私物化の何が悪い」と私は言っているん

です。1,000 万部という場所を与えられて、自

分が一番思っている気持ちを書く。もちろん、

最後まで私物化であってはいけないので、多く

の人が、そう思うのではないかということも考

えながら書いています。 
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鈴木宗男氏をテーマにコラムスタート 

司会 山田さんは、好きな言葉の一つとして、

井上ひさしさんの「むずかしいことをやさしく、

やさしいことをふかく、ふかいことをおもしろ

く」という言葉を取り上げておられます。コラ

ムを始められるときに、世論は何かというよう

なことをお書きになっていたと思いますけれ

ども、その辺も絡めながらお話し願いたいと思

います。 

山田孝男・毎日新聞社政治部特別編集委員 

社内で座右の銘を聞かれ、何も浮かばなかった

のですが、「何か言え」ということで井上さん

の有名な言葉が浮かびました。 

私が 7 年前にコラムを始めた時にテーマと

して取り上げたのが鈴木宗男さんでした。鈴木

宗男さんを取り上げるのはよしなさいとアド

バイスしてくれる先輩がいたんですけれども、

私の問題意識としては、鈴木宗男さんに政治記

者はいろいろ情報をもらい、「ムネさん、ムネ

さん」と持ち上げていた。ところが地検が逮捕

した途端に手のひらを返して、「この不埒不潔

な男は何者だ」という大キャンペーンを張り、

その後、鈴木宗男氏が復権してくると、また「ム

ネさん、ムネさん」となった。「マスコミよ、

おまえは何者ぞ」というところは非常に重要な

ポイントだなと思ったので、そうした自意識か

らコラムを始めました。 

 

司会 橋本さんは、テレビ出演に関して、い

かにやさしく人々に語るかが大切だとおっし

ゃっていたと思いますが。 

 

橋本 テレビに出るようになってからです

が、いつも頭に浮かぶのは 20 年前に亡くなっ

たおふくろです。「グローバル」って言葉を使

おうとして、「あれ？ おふくろはわかるかな」

といつも思うようにしています。おふくろから、

「片仮名言葉を使うな。年寄りにもわかるよう

な言葉を使え」といつも怒られていましたから。 

私が政治部長の時に、政治記事がつまらない

との批判をよく聞いたので、政治部員に、「わ

かりやすく、ためになって、おもしろい」、そ

ういう政治面にしたいといいました。 

まず、いま起きていることをわかりやすい言

葉で説明しなければいけない。 

そして、「そうか、外国ではこういうぐあい

にやっているのか」、「歴史的にはこういうこ

となのか」とその記事で勉強し、さらにそのこ

とを誰かに伝えたくなる気持ちを起こさせる

ことが大事です。 

3 つ目の「おもしろく」は、ゲラゲラ笑うお

もしろさではなく、うきうきするような感じを

起こさせることです。 

政治家はみんな土日もなく時間やお金を使

い家族の犠牲も含めて政治をやっているんで

すから、おもしろくないわけがない。おもしろ

くしていないのは、それは報道する側に責任が

あるとの気持ちがありました。 

私がテレビに出るようになったら、それが自

分にブーメランのように跳ね返ってきました。

自分の話について、わかりやすく言っているん

だろうか、ためになることを言っているんだろ

うか、わくわくするようなことを言っているん

だろうか、と。 

毎週、「ツーアウト満塁状態」 

司会 山田さん、テーマを毎週決めるのは相

当大変だと思いますが、毎週書くご苦労につい

て話していただけますか。 

 

山田 ご心配、ありがとうございます。この

業界には毎日書いている人がいるので、あまり

偉そうなことは言えないのですが、おっしゃる

とおり大変です。私の場合は、毎週月曜掲載で

すので、土曜から日曜にかけて書いて日曜に出

稿します。毎週、ツーアウト満塁状態ですよ。 

橋本さんよりはちょっとデジタル化されて

いるかとは思いますが、私はアナログ人間です。 

だから、新聞を徹底的に読みます。その日の新

聞はパッと読み、1 日、2 日置いてから精読し

ます。そうした新聞記事やたまたま見たテレビ

からテーマを見つけます。 

今朝のコラムは、佐瀬昌盛さんという学者の

方を取り上げていますが、これは先週の月曜に

佐瀬さんがテレビの「ニュース 23」に出てい

らして、それをみて集団的自衛権の一つのポイ

ントかなと思い、すぐに佐瀬さんにお電話をし

て取材しました。 

要するに新聞に目を凝らし、テレビに耳を澄

ますということです。デジタルの世界でヒント

を探すこともなくはないですが。出稿日になっ

てもテーマが決まらず呻吟するということは

ざらにあります。 
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司会 橋本さんは、筆記具が大変お好きだと

か。 

 

橋本 原稿はパソコンですが、メモは万年筆

で書いています。今回の日本記者クラブ賞の受

賞もうれしかったですが、万年筆ベストコーデ

ィネート賞をいただいたときも非常にうれし

かったです。「今度決まりました。受けていた

だけますか」と受賞を知らせる電話を受けた時

は、「受けるも何も、この日の来るのをどんな

に待っていたことか」と答えたほどです。 

やっぱり万年筆はいいですね。ボールペンは

力が入ってしまうんですね。万年筆は非常に気

持ちを素直に書けるので、原稿以外は書くもの

は日記も含めて全部万年筆です。岩見隆夫さん

のように原稿も手書きだと世界遺産みたいで

すが。 

 

山田 橋本さんは進歩されましたね（笑い）。

ちょっと前までは、橋本五郎、岩見隆夫、「ニ

ュー23」をやっている岸井成格さんの３人が

「業界最後のアナログ三人男」だったんですよ。

この３人は全部手書きで原稿を書いて、デスク

は手書き原稿をオペレーターに打ち込ませる

ということをやっていた。ところが、橋本さん

は、最近、非常に進歩されたわけです。 

 

司会 なるほど、橋本さんはやっぱり努力の

人ですね。原稿はオフィスでお書きになるんで

すか。 

橋本 私は、原稿が一番進むのは、新幹線の

中か、あるいは自宅の離れですね。娘から「ひ

きこもり」と言われますが、集中しないといけ

ませんからね。新幹線の車内は人がいっぱいい

るのですが、逆にいっぱいいるからこそ孤独に

なれるというところもありましてね。 

 

司会 橋本さんは原稿を書くとき、どのよう

な読者を想定されているのですか。 

 

橋本 テーマによって違いますね。先週、粕

谷一希さんを取り上げたときは、「偉大な編集

者によって人は見出され、成長する」という話

でしたが、それだけではなくて、粕谷さんは自

らの哲学を持ち、私たちが学ぶべきものがいっ

ぱいあるということを書きたかった。ですから、

編集やジャーナリズムに携わる人に向けて、粕

谷さんだけは絶対書こうと思いました。 

 

司会 山田さんの場合、一般の読者はもちろ

んですが、政治をしている人たちに一生懸命話

しかけている印象があるのですが、どうでしょ

うか。 

 

山田 対象に線引きして狭く考えているわ

けではありませんで、テーマによっては、関連

の政治決定プロセスを握っている人に届いて

ほしいと思うものはありますが、僕が信じてい

る、現代の新聞の日本語として一番普通だと思

う言葉で書いて、それが届く人には全て読んで

いただきたいというつもりでやっております。 

政治部の後輩が名付け親 

司会 それぞれのコラムのタイトルですが、

橋本さんは自分の名前をタイトルにされてい

ますね。 

 

橋本 そう。私が目立ちたがり屋であると誤

解されているのではないかと非常におそれて

います。 

小田尚君という政治部の後輩が最初、「五郎

の政治ワールド」というタイトルをつけてくれ

ました。私はそのとき非常に抵抗がありました。

公を論ずるわけですから、自分の名前をタイト

ルにつけるのはいかがなものかと思いました。 

ただ今は、小田君は非常に炯眼だったと思っ

ています。というのは、自分の名前をつけるこ

とで、読者が警戒しない、構えないという効果

があり、こういうタイトルをつけてくれた後輩

に深く感謝しております。 

 

司会 山田さんの「風知草」は、どのような

経緯で決まったのですか。 

 

山田 先輩の岩見隆夫さんのコラムが「近聞

遠見」という４文字だったので、こっちは 3

文字でいこうと思ったのが一つ。 

もう一つは、2007 年のスタート時に、同僚

たちが心配してくれて、いろんな案を持ち寄っ

てくれたんですけれども、最終的にみんなの合

議で決まりかけたのが「風を読む」だったんで

す。「そんなつまらないものはやめてくれよ。

『風』がつけばいいんだろう」ということで、
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字引を 3 冊持って部屋にこもって決めました。

変だという人もいるのですが、私は気に入って

います。 

後で知ったのですが、宮本百合子に『風知草』

という小説があるんです。『播州平野』と対に

なっている作品で、共産党の宮本顕治さんが網

走の刑務所から戻ってきて戦後復帰するとき

のことを、奥様である宮本百合子がいろいろ書

いている。これは、戦後第 1回の毎日出版文化

賞を谷崎潤一郎の『細雪』と同時受賞していま

す。コラムがスタートする直前に、当時、病気

で亡くなりかけていた母にタイトルを言った

ら、「あら、宮本百合子ね」と言われ、それで

知りました。 

そういうことで、代々木の共産党本部に取材

で行くと、「よくこのタイトルをつけてくれた」

と大変評判がよろしいんですよ。さすがに、皆

さん宮本百合子の小説の題名であることをご

存じなんですね。 

 

司会 宮本百合子はどうして『風知草』をタ

イトルにしたんですか。 

 

山田 『風知草』という植物が実際にあるの

です。細くて葉裏が銀色で、裏のほうがきれい

なので、「裏葉草」とも言われています。日本

原産で、イギリスで観葉植物とてして大ヒット

して日本に逆輸入されたということです。 

宮本百合子が留置場にぶち込まれたときに

留置場の隅に風知草の鉢植えがあった。正確な

ことは忘れましたけれども、解放されて帰る途

中に植木屋の露店に風知草があったので買っ

て帰った。そういう逸話があったと思います。 

先日、社内で仲間たちが今回の受賞の祝賀会

をやってくれて、社外からは小泉純一郎さんだ

けお招きしたんですが、そこで小泉さんに「風

知草って何だよ」と聞かれまして、いまと全く

同じご説明をしました。 

 

司会 橋本さんは、山田さんのコラムをどう

思われていますか。 

 

橋本 山田さんのコラムは、剣士があちこち

で他流試合をやっているという感じですね。鋭

い切っ先で人を切ろうとすれば、当然、自分に

も跳ね返りがある。そういうことを覚悟してや

っておられる。 

そして、コラムの『風知草』という題字の文

字ですが、これがまた何とも力を入れないで、

すーっと人が切られている感じがする、趣のあ

るいい感じですね。 

 

山田 ありがとうございます。 

 

橋本 これはあなたが書いたんだっけ。 

 

山田 それは、そこにある挿絵画家が書いて

くださった。 

 

橋本 ああ、そうですか。実にいいですね、

これ。私もこういうのを真似しようかな。 

 

山田 よかったらご紹介します（笑い）。 

 

司会 橋本さんのコラムのカットは、何か太

鼓をたたいているのかと思ったんですけれど

も……。 

 

橋本 違います。それは太鼓ではなく地球儀

です。世界を見渡すという意味です。 

 

司会 失礼いたしました。 

ところで、お二人は対照的だとみられがちで

すが、お二人とも、意見の多様性、あるいは、

自分と反対する意見の存在を認めるような姿

勢が共通するように思います。 

相対主義と懐疑精神が大事 

橋本さん、相対化についてはいかがですか。 

橋本 私はやっぱり自分に自信がないんで

すね。ですから、それはこうじゃないかという

のは言い切れないというのがずうっとありま

す。長く政治記者をやっていると、誰かが絶対

正しくて、誰かが絶対間違っているということ

はないんです。今は安倍内閣の支持率が非常に

高いですが、かといって、民主党がやっていた

ことはみんな間違っていたのか、私はそうは思

わない。 

私は「健全な相対主義」と言っているのです。

政治の世界は、一神教の世界ではありません。

たかだか 49 対 51、大体五分五分、あとはその

ときの数の多さで物事が決まったりする。そう
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すると、反論にも「ああ、そうだな」と思うよ

うになります。それを前提にしないと、ファッ

ショになってしまう。 

それからもう一つ、私は「適度な懐疑論」と

言っていますが、自分を疑う気持ち、自分はひ

ょっとして間違っているんじゃないだろうか、

という懐疑は大事です。昨日あったばかりの殺

人事件が翌日の新聞に出ていて、動機はこうじ

ゃないかと書いてある。本人にも聞いていない

のにどうしてわかるんですか。警察官だってま

だ調べていないのに。テレビでも、隣近所の話

が出ますね。でも隣近所ほど当てにならないも

のはないですよ。だって、大体隣近所はいろい

ろ悶着があったりして仲が悪かったりするん

ですよ。それに、隣近所だからってその人のこ

との何を知っているんだと思いますよ。 

となると、我々が日々報道していることは全

体のごく一部である。そういう諦念がないとい

けないのではないか。一生懸命できる限り取材

はするけれど、当然、そこには大きな限界があ

る。自分は間違っているのではないかという気

持ちを常に持たないといけないと思います。 

私は、人の批判記事を書くと、書いたその夜

に自分が批判している人たちに囲まれている

夢をよくみました。夢の中で「おまえは何をわ

かって書いているんだ。こっちは 40 年もやっ

ているんだ」と言われ、ぐうの音も出なくなる

んです。随分それに悩まされましたね。 

ただ、「適度な」と言っている意味は、あま

り深刻になるとノイローゼになってしまいま

すからね。 

 

司会 山田さんは、受賞決定後の日本記者ク

ラブの会報で、「コラムはオピニオンなのかエ

ッセーなのか、自分はオピニオンだと思って出

発した」と語っておられました。自分の意見を

全面的に前へ出していくとの気持ちで書いて

おられるのですが、私の印象では、立場の違う

人の意見も一生懸命考えておられる気がしま

すが。 

言論には徹底的に言いきる局面も必要 

山田 私が申しあげたのは、コラムはすべか

らくオピニオンであるべしという意味で言っ

ているのではなく、私がやろうとする作業につ

いては、そういう方向でいきたいという意味で

す。 

相対的というテーマは非常に難しいところ

がありましてね、つまり、局面によっては、圧

倒的に言い切られなければ言論にならないと

いうものが、やっぱりあるんですよ。しかし、

独善的であっては、世論がついてきてくれませ

ん。「見るべきものは一応見たうえで言ってい

るよ」ということを示す必要はあると思う。 

相対化せざるを得ない非常に難しい問題と

いうのはあります。だけれども、やはりある主

題、ある局面においては、やっぱり徹底的に言

い切るということがないと、意味がないという

ものもあると思います。 

 

司会 お二人とも政治部長も含め会社の要

職をお務めになり、今は特別編集委員になられ

ている。お二人の原稿は、誰も怖くて手をつけ

ないのではないですか。 

 

橋本 いえいえ、そんな……。私は、政治部

の後輩たち何人かにコラムの原稿をみてもら

うんです。そうすると、みんな言うんだな、こ

の言葉遣いがおかしいとか。頭に来るんだね、

これが。ただ、ちょっと時間がたつと、「なる

ほど、そう言われればそうだな」とわかること

があります。 

しかし、残念ながら、いまそういう後輩たち

が、ほとんどいなくなってしまいました。後輩

といっても、今は日本テレビの社長になったり

していますから、原稿を送るわけにいきません。

近くでみてくれる人がいないから、間違いがあ

るのではないかと気になります。 

それから、私のコラムは、ルビが随分多いん

です。新聞記事では使ってはいけないという漢

字があります。私はこういう禁止は非常に問題

があると思っていて、できるだけそれを打ち破

ろうと思っています。 

例えば、「英知」ですが、これは振り仮名な

しでも新聞で使えます。しかし、私は「叡知」

の方がもっと深い感じがするんです。 

新聞で振り仮名が必要な漢字を使う場合は、

必ず本文の中に入れて振り仮名を振り、そのう

えで見出しに使うという原則があります。この

場合、見出しには振り仮名は使いません。 

ところが、この前のコラムで、「叡智」を本

文ではなく、見出しで使うところに意味がある

と思った。だから、原則からはずれるが、見出

しに振り仮名を振ってもらいました。見出しに

振り仮名があるなんていうのは、まずないんで
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すよ。しかし、私はないことをやりたいと思っ

ている。そういう具合に、だんだん、私がそう

やって強く言うと、年も離れていますから、社

内からも反対意見が出なくなっています。 

そうすると、自分の原稿が間違っているので

はと逆に不安になるんですよ。 

だから、いま私が大切にしているのは、校閲

部です。校閲部というのは、原稿を徹底的に読

んで、この年号は正しいか、この漢字は正しい

か、この事実は正しいかということをチェック

してくれる部署です。これがいまは最大の頼り

です。 

ここは信用の問題です。事実を間違えると、

いくらでかいことを言ったって何の説得力も

ありません。校閲部は、ちゃんとみてくれてい

ますから、深く感謝しております。 

 

司会 山田さんの原稿は、「寄らば切るぞ」

で、みんな怖くてさわらないのではないですか。 

  

山田 なかなかポイントをついたご質問だ

と思います。私は橋本さんほど貫禄はないです

が、編集局長どころか、うちの会社では僕より

年上は社長と専務しかいません。皆さん、ご案

内のとおり、毎日新聞社というのはＡ新聞やＹ

新聞よりやや自由度の高い会社ですから、私の

勝手放題も通っている面もあります。原稿は、

もちろん政治部に出しますが、政治部のデスク

から意見をされたことはあまりありませんね。

うちの場合ですと、その日の朝刊の最高責任者

である編集局次長から、事実関係について「こ

こはちょっとおかしいんじゃないですか」とい

う指摘をもらうことはいままで何回かありま

した。それに従い原稿を直すことはあります。 

校閲は、これはもうすばらしいですね。私も

毎日新聞の採用担当として面接もやっていま

したので、校閲には優秀な人材がいるのは知っ

ています。大学院の博士課程で『源氏物語』を

勉強していたとか、異動は嫌だから、一般記者

じゃなくて校閲記者がいいというような、アク

ティブな校閲志望の方がいっぱい入ってきて

いるので、非常に高い水準で校閲していただい

ています。 

最近で印象的だったのは、007 のジェーム

ズ・ボンドの作者イアン・フレミングのことを

書いたときのことです。007 の上司Ｎのモデル

は誰かという問題について、私がある本の孫引

きで適当なことを書いたら、校閲から、「イア

ン・フレミング自身が 1963 年だかの『ライフ』

のインタビューでこう語っています」という指

摘を受け、私は原稿を 5行、変えざるを得なか

ったというようなことがありました。 

あと、私は最近、集団的自衛権や秘密保護法

について、社論とちょっと違うことを書いてい

ます。直接、私に面と向かって文句を言ってき

た人はいないけれど、社内ではいろいろ言われ

ているようです。まあ、しかし、それはもっと

大きな議論の中で消化されていると私は認識

しております。 

 称賛に喜び、非難に落胆と怒り 

司会 なるほど、社内にいろんな意見がある

のはいいことだと思いますね。読者からの反応

はどんな形で届いているのでしょうか。 

 

橋本 私は直接手紙だったり、メールもあり

ますね。固定読者というか、必ず連絡をいただ

くという人もいます。 

自分は非常に心が狭いと思っています。褒め

られると非常にうれしくなりますが、けなされ

た手紙は見たくもない。こういう狭い心ではい

けないと思いますが、残念ながら、そういうと

ころはありますね。 

ですから、きょうおいでいただいている皆さ

ん、これから私に手紙を書かれるときは、ぜひ

褒めていただきたいです（笑い）。 

 

司会 なるほど。山田さん、いかがですか。 

 

山田 郵便は、本人に直接来ます。ありがた

いお手紙もありますが、かなり踏み込んだとき

には、かなり激しい批判をいただきます。 

田中眞紀子さんの外務大臣ぶりをコラムで

批判したときは、本当に政治部の電話は鳴りっ

放しでした。「構造改革のともしびを消すのか」、

「こんなばかな記者は追放しろ」という電話が

鳴りっ放しでした。抗議の投書も山ほど来まし

た。私も心は十分狭いので、本当に頭に来て、

ビリビリに破いて、足でギューッと（笑い）、

バーッと捨てますよ。そのくらいしないとおさ

まらないというのはあります。 

 

司会 逆に、読者とのやりとりで印象に残っ

たことはありますか。 
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山田 もちろん、ありがたいお手紙はいただ

くと、丁寧にお返事を書いて、御礼申しあげて

います。「言いたいことが届いているんだな」

という手応えを感じてうれしく思っておりま

す。（手紙をきっかけに）また記事にしたこと

もあります。 

 

司会 橋本さん、どうですか。 

 

橋本 私は批判の手紙を丁寧に書いていた

だいた人には、電話をすることにしています。

文章を書いている身ですが、言い訳というのは

書きづらいんです。文章が長くなるし。だから、

電話番号を調べて直接電話することにしてい

ます。相手は本人から電話がかかってくると思

っていませんから、不意をつかれ、たいがい、

許してもらえます。いろんな手は使っているん

です、それなりに。 

批判をきちんと書いていただいているとい

うことは、それだけきちんと読んでいるという

ことですから、これ大事な読者です。やっぱり

こちら側に引きつけなければいかんな、それに

は直接しゃべったほうがいいなと考えている

わけです。そういう小細工も弄しながらやって

います。 

米ソ首脳会談報道で記者志望に 

司会 では、日々のコラムニストとしてのお

話はこの辺にして、そもそも記者になろうと思

ったきっかけはなんですか。 

 

橋本 私が新聞記者になりたいと思ったの

は中学 3 年のときでした。1961 年、ケネディ

が 43 歳で大統領になり、「たいまつは若い世

代に引き継がれた。そしてアメリカ国民の皆さ

んは、国家が皆さんに何を成し得るかを問うな、

皆さんが国家のため何を成し得るかを問え」と

いう非常に感動的な就任演説をしました。その

ケネディが、米ソ首脳会談でウイーン会談をや

って、スターリン批判をくぐり抜けてきたフル

シチョフに完全に手玉にとられました。その会

談の中身をケネディが最初に伝えたのは、ジェ

ームズ・レストンというニューヨーク・タイム

ズの記者だったというのを私は何かで読んだ

んですね。「新聞記者は、世界の平和に対し、

そういう形で関与できるのか。すごいものだ

な」と思い、そのときから記者になりたいと思

いました。 

実際に記者になろうとしたとき、兄から私は

新聞記者に向いていないと言われていました。

そんなこともあり、なぜ他の仕事ではなく記者

の仕事を選ぼうとしたのかという、そのことだ

けは自分の中で確認しておこうと思いました。 

その一つは、この世の「なぜ」に新聞記者と

いうのは答えるということです。なぜこんなこ

とが起きているんだろう、どうしてこういう結

果になったんだろう、誰が決めたんだろう、と

いう多くの人が思う「なぜ」にできるだけ答え

ることができる、そういう仕事ではないか。 

それからもう一つ。人間は平等だと言うけれ

ども、しかし、残念ながらそうではない。何を

やらせてもできる人もいるし、どうしようもな

いほどお金を持っている人もいる。社会的な名

誉もある人もいる。そういう中で、ギリギリの

ところでは、おこがましいですが、自分は自ら

主張するすべを持たない人の側に立つべきで

はないか。 

この二つを、なぜこの仕事を選んだのかとい

う原点にしようと思いました。 

記者になり、泣きたいようなことが毎日が随

分ある。そのときに、自分はその二つをやって

いるのか、こう自問しますと、「とてもじゃな

いけど、何もやっていない。じゃ、頑張ろう」

となるわけです。実際にやったのかどうかは別

にしまして、その気持ちだけは持ち続けていま

す。 

高校時代は落語研究会 

司会 山田さんは、高校時代から新聞部だっ

たんですよね。 

 

山田 新聞記者には高校時代になりたいと

思いました。つまり当時は「マスゴミ」なんて

いう言葉はなかった。「マスゴミ」、つまり巨

大マスコミが市民社会に対して加害的なポジ

ションであるという、そういう認識が現在はか

なり広がっていると思いますが、当時は、圧倒

的な行政権力に対する知的な批判者であると

されて、市民社会の信頼が相当程度あったと思

います。 

僕らの大学時代は、ワシントンポストのウォ

ーターゲート事件報道ですね。私自身は、それ

に直接心酔したということはないが、新聞記者
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というのは格好いい存在でありました。どこか

の雑誌の臨時増刊で、「新聞記者と結婚する方

法」なんていうのが女性向けの雑誌であったり

して、そういう時代でしたからね。 

 

司会 それにもかかわらず、奥さんがなかな

か見つからずに大変だったというのは何かに

書かれていましたね（笑い）。 

 

山田 ちょっと誤解をまき散らすようなこ

とに触れないでくださいよ（笑い）。それは社

の連中がおフザケでつくった社内新聞の記事

でしょう。 

 

司会 落語研究部にもおられたとかいう話

も聞いていますが。 

 

山田 私は学校群第一期で東京都立青山高

校を出ました。青山高校の落語研究会は、昭和

22 年か 23年ごろにできました。日本で戦後最

初に落語研究会ができた大学が早稲田か東大

か、どっちかで、その次が高校である青山高校

なんです。その三代目の会長が、いまをときめ

く柳家小三治さん、本名、郡山剛藏さんです。 

小三治さんが二つ目のさん治から小三治に

なるとき、青山高校落研ＯＢ会でお祝いの会を

開きました。その時、私は現役の高校 3年生で、

「金明竹」というのを座持ちでやって、並み居

る OB から「下手くそ」と怒られましたよ。小

三治さんに 1回、高校時代に稽古をつけてもら

ったこともあります。稽古といったって、大げ

さなことではないんですよ――「ちょっとおま

え、そこへ座ってやってみろ」ということです

が。小三治さんは覚えておられないでしょうけ

ど。 

記者会見でのパソコン使用の弊害 

司会 そう言われると、着流しを着て、高座

に上がってもぴったりお似合いになる感じで

すね。 

さて、政治記者の話題に移りたいと思います。 

最近の政治記者は、記者会見で、パソコンで

バチャバチャやっています。どうですか、最近

の政治報道、あるいは政治記者のスタイルをみ

ていて。 

 

橋本 パソコンと、人の顔に録音機を突きつ

けることは、人間の道としていかがなものかと

思います。パソコン使用の一番の問題は話し手

の表情がわからないということです。ブライン

ドタッチと言って、キーボードを見なくても打

てると言うかもしれないが、やっぱり記者会見

というのは真剣勝負ですからね、質問する方も、

答える方も、真剣勝負にパソコンなんかが入る

余地は全くないと私は思う。 

パソコンで思い出したことがあります。 

第一次安倍内閣のときに、農林水産大臣の遠

藤武彦氏が、農協共済か何かの問題でやめざる

を得なくなった。当時、官房長官の与謝野馨さ

んが記者に「身体検査をやったうえで大臣にし

たんでしょう。何でわからなかったのか」とこ

う聞かれた。そうしたら、与謝野さんが「森羅

万象、全てわかるというものではありません」、

こう答えたんですよ。 

この後なんです、問題は。「森羅万象」とい

う言葉はどんな漢字を書くんだろう、と周りの

記者がみんな一斉に携帯電話を持ち出し、「森

羅万象」の言葉を調べはじめた。そんなことで

どうする、と思いますね。 

 

山田 いま橋本さんがおっしゃったことに、

「アナログ連盟」として基本的に私も同感です。 

記者会見のパソコン使用については、10 年

ほど前の政治部長時代から始まっていて、私は

「やめろ」と言ってきた。しかし、どうしても

止まない。 

私は政治部においては権力者ですから、記者

たちも公然と反論はしないですけれど、ある時、

中堅の記者と飲んでいましたら、「山田さん、

あなた、会見中にパソコンを使うなとおっしゃ

いますけど、実際問題これは速報競争なんだ。

何を言ったかということをすぐ書いて送らな

くちゃいけないんだ。生産体制のくびきの中で、

あなた、評論家みたいなことを言ってもらっち

ゃ困りますよ」といったことを遠慮がちに言わ

れた。要するに。どうみえようと、相手が言っ

たことを直ちにメモにしたり原稿にしたりし

て送る必要があるからああなっているので、そ

ういう事情をわかっていただきたい、というこ

とです。現場から言わせれば速報体制という事

情があるということですね。 

それからもう一つ、携帯電話についての話題

です。1996 年、当時、橋本内閣で、私は官邸

キャップをやっていたと思いますが、現場の記
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者からおもしろい目撃談を聞きました。その頃

は、ちょうど携帯電話を記者がみんな持ち始め

た時期で、梶山静六官房長官が官邸の官房長官

室から出てきたら、ある民放の記者が「いま梶

山出ました」と本社に携帯電話で報告した。す

ると、梶山さんがピクッときたわけです。犯人

追跡中の刑事よろしく、「いま梶山、出ました」

ですからね。梶山静六は瞬間湯沸器なんです。

つかつかとその記者のところに近寄って、記者

の携帯をバッと取り上げて「梶山とはわしのこ

とかーっ！」と怒鳴り上げた。 

あの辺が一つの転換点だったかもしれませ

ん。通信革命によって記者と政治家の関係が変

容を迫られる状況があの辺からずっといろん

な形で起きているのかなと思います。 

 

橋本 確かに、ネットのニュースに載せなく

てはならないという速報体制という事情はあ

るかもしれない。しかし、考えなければいけな

いのは、記者会見でしゃべっていることをその

まま、何の価値判断もなく書く。記者は、速記

をやっているわけではないから、発言全部をメ

モはできない。だから、大事なところを書く必

要がある。そのためには、聞きながら何が大事

かという、価値判断をしながら書かなければな

らない。最初、慣れないうちは必要でもないと

ころをメモとって、大事なところを落とすこと

もありますが、だんだん訓練されて少しずつう

まくなるんです。 

発言をそのまま書くだけなら、別に記者がや

る必要はないんですよ。新聞記者が会見の場に

いることの意味は何かということを考えてほ

しいと思いますね。 

 

山田 結論はそのとおりだと思います。ただ、

この業界において、新モダン・タイムスみたい

な矛盾が発生していて、テクノロジーの革新と

生産体制の中で現場記者はあえいでいる、とい

うことを補っておきたいということです。 

首相としての中曽根高評価で一致 

司会 次は、政治記者として歴代の宰相の評

価をお聞きしたい。 

 

橋本 実は、この会が始まる前に山田君とち

ょうどその話題になり、一致したんです。やっ

ぱり中曽根康弘なんですね。二人とも同じでは、

中曽根礼賛になり、それじゃ困るなというよう

な話を舞台裏でしました。 

私は、戦後日本の宰相 3人挙げろと言われれ

ば、躊躇なく、吉田茂、佐藤栄作、中曽根康弘

と書く。順番をつけろと言われれば、迷いなく、

中曽根、吉田、佐藤と書く。 

なぜこの順番かと言うと、吉田にはマッカー

サーという至高の権力が背後にいた。佐藤栄作

には、高度成長という時の味方があった。中曽

根には何にもなかった。むしろ、田中角栄から

徹底的に無理難題を言われながらやってきた。

さらに今年 96 歳になったが、今でも毎日毎日

勉強し、国、世界のことを考えている。 

もう１人つけ加えるならば、大平正芳です。

大平さんは、「政治は何でもかんでもできるも

のではない。政治には限界がある。行使する目

的があって初めて権力の行使が許される。権力

を抑制的に使わなければいけない」ということ

を言い続け、そして、「政治とは何か。政治と

は鎮魂である。政治ができることは、人々の魂

を鎮めることである」ということを言った。非

常に深いですね。 

いまは政治が魂を鎮めるのではなくて、魂を

騒々しくさせている。ですから、大平さんが総

理大臣をもう少し続けていたら、どういう日本

になったんだろうということを思いますね。 

 

司会 山田さんは、どうですか。 

 

山田 私は中曽根総理番から政治記者を始

めました。それ以後の首相の流れをみていると、

総理大臣ぶりということでは中曽根さんが一

番スケールは大きかったと思います。 

いま橋本さんが戦後史を通観されましたが、

私はちょっと評価が違います。私は、吉田さん

と岸さんですね。鳩山一郎をどう評価すべきか、

勉強不足でまだわかりませんが、吉田さんと岸

さん、特に吉田さんを評価します。 

「吉田はマッカーサーがいたからできたん

だ」と言われましたが、まさに国が滅びんとす

る局面で、天皇、皇室を基本に置いて連合軍と

あそこまで渡り合ったということ、これは簡単

にできることではありません。辻井喬さん（堤

清二さん）が『父の肖像』という自伝小説の中

に、堤康次郎の秘書として、昭和 29 年ごろに

訪米してマッカーサーに会った話があります。

このとき、マッカーサーは「天皇と吉田のコン
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ビには感心した。大したものだ」と絶賛したそ

うです。辻井さんがお亡くなりになる 1年ぐら

い前に「あれはもちろん実話ですよね」とお尋

ねしたら、「もちろんだ」と返答されました。

やはり、戦後の日本の基をつくったという意味

で、吉田茂だと思いますけどね。 

印象に残る竹下登、藤波孝生 

司会 宰相以外で、印象に残っている政治家

はいらっしゃいますか。 

 

山田 橋本さんは中曽根派担当で、私は竹下

派担当でした。竹下派担当といっても、梶山静

六に怒鳴られ、小沢一郎に無視され、暗い記者

生活を送ってまいりましたので、威張れたもの

ではありません。私は竹下さんの幹事長番をし

ていました。それまでの「三角大福中」に比べ

れば次世代の「安竹宮」はスケールが小さいと

言われましたが、竹下さんは、人心収攬術とい

うか、国会対策というか、そういう局面では、

何か底知れぬものを持った人だったなという

感じはいたします。 

たしか石原慎太郎さんが、まだ都知事になる

前、竹下内閣で運輸大臣に抜擢されたときの経

験をお書きになっています。石原さんは、その

当時、竹下こそ近代史上最大の宰相だといわん

ばかりの調子で、田中角栄も裸足で逃げ出すと

いうぐらい評価されていました。要するに、政

治力のマッチョを追求していくと竹下に到達

するということです。そのことを当時、一緒に

座談会などで大江健三郎や開高健に言っても、

みんな全然乗ってこないということを不満が

っておられました。まあ、竹下さんというのは、

本をたくさんお読みになるような教養派では

ないんだけれども、何か底知れぬものを持って

いらしたなという感じはいたしますね。 

 

司会 橋本さん、どうですか。 

 

橋本 リクルート事件でああいう不幸なこ

とになりましたが、私は、やっぱり藤波孝生と

いう人でしょうね。私、国会対策委員長番をし

ているときに、たまたま近くにいた私に藤波さ

んから「ちょっと行きませんか」と誘われまし

た。どこへ行くんだろうなと思いながら、番記

者としてついて行きましたら、毎日新聞の近く

にある東京国立近代美術館でした。その時は、

三島由紀夫の岳父である杉山寧さんの展覧会

をやっていました。私は絵がわかるほうではあ

りませんが、その絵をみながら、何か心がすー

っと下に垂直におりていくというか、そういう

深い世界に入ったなという感じを受けました

ね。何か宗教的なまでの深さがこの絵にはある

なと、素人の私までそう思いました。 

私は記者ですから、自分がそう思っただけで

はなく、その絵をみている政治家藤波孝生を脇

から観察していました。その姿をみて、「ああ、

この人は他の人とは違うな」と思いました。政

治家に対する固定したイメージとは違って、

「いろいろ考えている人なんだな」ということ

を私はつくづく思いました。その光景を本当に

忘れられません。 

政治家はみんなそれぞれの選挙区で 10 万票

ぐらいの票を取っているんですよね。それだけ

それぞれの魅力があると思うんだけれど、もう

少し深さや内省的な政治家が出てきてほしい

なという気はありますね。台湾の李登輝さんを

みていると、何か水準が違うんですね。 

 

司会 山田さんは、政治家についての思い出

で何かありますか。 

 

山田 いまのお話を承っていて、ふと思い出

したんだけれども、後藤田正晴さんが中曽根内

閣の閣僚のころ、「なぜ、ちょっと前の時代に

は毛沢東や周恩来などあんなに大きい人たち

が出てきたんだろうなあ」と、しみじみ自問自

答していた場面がありました。今からみれば、

中曽根・後藤田コンビはなかなかのものだった

と思いますけれども、時代を下るごとに、どん

どん小さく感じられるのかもしれません。われ

われが年とったせいかもしれませんが。 

毎日が勉強（橋本）、原点に戻れ（山田） 

司会 なるほど。今の政治ジャーナリズムや

若い記者に言いたいことはありますか。 

 

橋本 新聞ジャーナリズムの役割を考えた

ときに、それ自体が大きな権力を持っているん

です。おそらく総理大臣は誰かを殺すことはで

きないが、新聞は誰かを殺すことができると思

います。その人の悪口を書けばいいんだから。

そういう意味では、ペンの力というものをもっ

と恐れなければいけない、と私は思います。 

細心の注意を払いながら、いま何が起きてい
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るのかということをできるだけ大きな観点で、

そして一人一人の喜びも悲しみもわきまえな

がら書く。それは別に時代が変わっても全然変

わらないことだと私は思う。 

そのためには記者は何をしなければいけな

いか。記者は 30年、40年、その道一筋にやっ

てきている人を、わずか数日の取材で切るわけ

ですよ。こんな傲慢な仕事は、私はないと思う。 

しかしやらざるを得ない、であるならば、そ

れはその人が 30 年、40 年やってくることをわ

ずか 1 週間でやるぐらいの気持ちでいなけれ

ばいけない。そうすると、やっぱり毎日毎日、

勉強ですよ。 

「私たちは安息は許されないんだよ」と若い

記者には言っています。ＪＲ東海の葛西敬之名

誉会長があるとき言っていました。「新幹線が

走っている間、気が休まらない。事故が起きた

らどうしようと。事故が起きれば大変な数の人

が亡くなるわけですから、気が休まらない」と

言っている。記者だって、自分のことを棚に上

げて人のことをとやかく言う商売なんですか

ら、そこは相当な覚悟をしてやらなければいけ

ない。そう私は思いますね。 

 

山田 うちの若い記者と一緒のときは、要す

るに難しくなればなるほど原点に戻って、きち

んと取材して、きちんと書くということに尽き

るということを言っています。 

それから、先ほどちょっと触れましたが、デ

ジタル化の帰結として、みんな記者が忙しくな

っている。あれも聞かなくてはいけない、これ

も書かなくてはいけない、あっちへ行かなくて

はいけない。遊びの部分がどんどん減って行く。

これは世の中全体、どんな業界もそうなってい

るような気がいたしますけれども、もっと記者

に余裕を与えて、テーマ的に追いかけていく余

裕が必要です。 

 

司会 新しい技術の問題ですが、フェイスブ

ックなんかは利用されているのですか。 

 

橋本 僕はしていないの。というのは、これ

以上友達は要らないから。もう、いまでも十分

です。友達がふえると、今度それに対していろ

いろやらなきゃいかんからね、もう大変。そう

いう処理する能力もありませんから。 

それから、「ネットに悪口を書かれているぞ」

と教えてくれる人がいます。そういう悪口は読

みたくないので、できるだけみないようにして

います。どんどん世の中から取り残されている

という感じはありますけどね。 

 

司会 山田さんはどうですか。 

 

山田 これは全く私も同じです。ツイッター

ももちろんやりませんし、ＳＮＳもやりません。 

 

橋本 オバマ大統領もツイッターをやって

いるそうですね。私は疑問に思います。ツイッ

ターといったって、いまトイレにいますよとか、

何かのちょっとした感想ですよね。言葉に責任

を持つ立場でなければかまわないですが、自分

の一挙手一投足が人々の暮らしにかかわるわ

けですからね。時代に遅れていると言われよう

が、私はおかしいと思うな。 

中曽根さんが「政治家というのは歴史という

名の法廷で裁かれる被告だ」と言っている。そ

の意識があったならば、一瞬一瞬のツイッター

でつぶやきをするなんていうのは、それはトッ

プリーダーのやることではない。政治家がツイ

ッターをやると親近感がもってもらえると言

われますが、そんなことしなきゃ、親近感を持

たせられないのかと、言いたくなります。 

 

＜質疑応答＞ 

 

司会 それでは、フロアの皆さんから、質問

を受けたいと思います。 

 

質問 私が危惧しているのは、インターネッ

トに押され若い方が新聞を読む習慣がなくな

ってきていることです。新聞を読まないことを

恥ずかしいと思わない人たちがどんどんふえ

ている状況をいかがお考えでしょうか。 

 

橋本 これは非常に難しい問題でありまし

て、どうやったらいいのか。 

一つは、この人が書いているものを読みたい

と思わせる記者を、その新聞が何人持っている

かというのは大事でしょうね。 

それから、いま私たちにとっての大事な問題

はこれだということを、新聞を読めばわかると

思ってくれるかどうかですね。 
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もう一つは、新聞を広げれば世界も広がるっ

てことがわかるってもらえるかどうかです。そ

のためには、辛抱強く、新聞が使いでがあるん

だよと訴えていかなければならない。 

「新聞の切り抜きをすると、いろんなことが

わかるよ」と子どもたちにはよく言うです。新

聞を切り抜こうとすると、3回読むことになる。

まず何を切るか、というときに読む。それから、

切るときにめくらめっぽう切るわけにいかな

いから、ちゃんと読まなきゃいけない。それか

ら、それを張って項目ごとに分ける。こうして

3回読むと大体世の中がわかってきます。 

サッカーの結果を知るのは、インターネット

ですぐにわかるけれど、その試合のどこに問題

があったのかといった分析は、やっぱり新聞を

み読むとよくわかるなあ、というぐあいに思っ

てほしい。それしか道はないと思いますね。 

 

山田 私は、新聞がインターネットに食われ

るということについて、あまり深刻な問題意識

は持っていません。2003 年ごろでしたか、例

のホリエモンさん、堀江貴文さんが、「われわ

れが新聞を殺す」というようなことを言ったと

きに、私は頭に血が上ってカーッとなりました

が、直ちに立花隆さんが「文藝春秋」で、「で

は、ライブドアニュースというのは一体誰が取

材してつくっているんだ」ということをご指摘

になりました。非常に適切な指摘だと思いまし

た。つまり、デバイスが何であろうと――デバ

イスってわかりますか。橋本さん、わからない

でしょう（笑い）。―装置のことです。要する

に紙媒体であろうと、何であろうと、そこに入

ってくる中身は誰がつくっているのかという

のが重要です。 

例えば毎日新聞だけでも、訓練された記者が、

千何百人かいます。日本のマスコミにおいて現

在、交通事故から政治、経済、科学、スポーツ

など、あらゆる領域、地域に取材網を持ってト

ータルにカバーできるのは、やっぱり新聞社で

あり通信社でありＮＨＫです。民放にも優秀な

記者はいっぱいいますけれども、在京キー局と

いっても規模は小さくなりますね。記者集団を

最も多く抱えているのは新聞社と通信社、それ

にＮＨＫです。 

以前、市民新聞などというのがあって、「オ

ーマイニュース」とか、ありましたでしょう。

新聞記者なんか要らないんだ、一般の市民が記

者になってみんなが書くんだと言っていた。し

かし、報道は、やっぱり一つのプロフェッショ

ナルの世界であって、いろんな経験を通じて鍛

えられた記者たちが議論してつくっていくと

いうのが、ニュースであり、解説であると思っ

ています。だから、インターネットに押されて

しまうかどうかということ自体、私は、あまり

本質的な問題ではないと、楽観的かもしれませ

んけれども、そう思っています。 

 

司会 そのほか、質問のある方、いらっしゃ

いますか。 

 

質問 先ほど藤波孝生代議士のお話がござ

いまして、私も一番残念だったのは藤波孝生さ

んがああいう形で失脚したことなんです。「ペ

ンは人を殺す」との言葉もありますが、逆にペ

ンの力で、一度司法で有罪判決を受け裁かれた

人間を生かす、再評価するというか、そういう

こともできると思うんですね。すでにやられて

いるかもしれませんが、藤波孝生の見直しを橋

本さんに書いていただきたいと思っておりま

す。 

 

橋本 藤波さんが引退されたときも、亡くな

られたときも、私は、藤波さんのことを書きま

した。 

今、ふと思ったのは、政治評論のコラムの先

達として、私は非常に尊敬している人がおりま

す。それは山田君もおそらく最も敬愛している

岩見隆夫さんです。この人は、人物をいろんな

角度からお書きになられました。 

人物を書くというのは、ある意味、非常に難

しいんですね。というのは、その人の全てをわ

かっているわけではありませんから。政治家は

私たちにダーティーな部分はみせません。はっ

きり言うと、お金と女性の問題はわれわれにみ

せないんですよ。そういう中である人物を書か

なくてはならない。 

でも、岩見さんは人物に焦点を当てながら、

実に見事な原稿を書かれてきました。藤波さん

についても、私が書いたものより岩見さんの書

かれたものを読んでいただければいいと思い

ます。 

 

司会 最後に一問、どなたか。 

 

質問 いまのお二人のお話を聞いていて、
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「新聞っていいものだな」というのを実感しま

した。私は、ネットよりも新聞を大事にしてい

るつもりですが、5 月 20 日付の朝日新聞の第

一面にトップ記事が出た「吉田調書」の件です

が、朝日以外の新聞をみたら読売も毎日も載せ

ていない。これは記事の扱い方に偏見があるの

ではないでしょうか。そうだとすると、ちょっ

と新聞って信用できないのかなという気を持

ってしまいましたが、このあたりのことはいか

がでしょうか。 

 

橋本 私はその件について深く知らないの

で、ちょっとピントがずれているかもしれない。

一般論として言いますと、一つは、確実にその

材料を手に入れなければ書けません。それがま

ず一つありますね。 

それから、その存在が事実だとしても、記事

として取り上げる価値があるかどうかという

判断もあります。一紙しか出ていないのがおか

しいということには必ずしもならないという

ことですよ。 

私は事情をよく知らないで言うと、かえって

誤解されるかもしれないので、あくまでも一般

論としてそういうことがあるということなん

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山田 私も社内に問いただしていないです

が、「吉田調書」については、（事実確認が）

とれていないということだと思います。とれな

いで済むのかという問題がありますが、いま橋

本さんが言われたように、評価の問題もありま

す。 

とれなくても書くかどうかというジレンマ

は昔からあります。ロッキード事件で朝日新聞

がコーチャンロッキード社会長の単独インタ

ビューをやったときに、毎日新聞は「朝日によ

れば」という記事を書いたと記憶しています。 

新聞社同士が競争しているなかで、そう簡単

に競争会社に花を持たせるわけにいかぬとい

う意地もある。これをくだらないと思うか、こ

の意地が記者を鍛えると見るか、複雑なところ

だと思います。 

それはともかく、今回の件については、毎日

新聞も全く取材を放棄したり、ネグレクトしよ

うとしているわけではないと思います。これ以

上はちょっと事情を知らないので……。 

 

司会 では、これでおしまいにします。 

お二人に改めて受賞の拍手をお願いします。

（拍手） 

（文責・編集部） 

 

 


