
 

 

2016 年度日本記者クラブ賞受賞記念講演会 
 

クラブ賞  尾崎真理子･読売新聞社編集委員  
特別賞  堀川惠子 ・ジャーナリスト 

 
２０１６年６月７日 

 

2016 年度の日本記者クラブ賞には、読売新聞東京本社編集局文化部長の尾崎真理子
さん、同特別賞にはフリージャーナリストの堀川惠子さんが選ばれた。女性の両賞ダ
ブル受賞は初めて。 

 

尾崎さんは、1959 年生まれ。児童文学者・石井桃子への生前インタビューをきっか
けに執筆した『ひみつの王国 評伝 石井桃子』が出色の評伝として高く評価された。
また 20 年以上にわたり読売新聞の文芸記者として多数の作家を取材、『瀬戸内寂聴に
聞く寂聴文学史』、『大江健三郎 作家自身を語る』などの著作では貴重な証言を引き
出している。 

 

堀川さんは、1969 年生まれ。広島テレビ放送の記者からフリーのジャーナリストに
転身。『死刑の基準―「永山裁判」が遺したもの』など司法を中心にしたノンフィク
ション作品を執筆。近著『原爆供養塔 忘れられた遺骨の７０年』では、広島・平和
公園内にある原爆供養塔の知られざる歴史を粘り強い取材で明らかにした。堀川氏の
真摯な取材姿勢は「ジャーナリズム再生を訴える力がある」と高く評価された。 

 

 

 

司会：土生修一 日本記者クラブ専務理事兼事務局長 

YouTube 日本記者クラブチャンネル 

https://www.youtube.com/watch?v=Ff5iWQvcuCA 

 

○C 公益社団法人 日本記者クラブ
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司会（土生） 本日は、2016 年度日本記者

クラブ賞受賞者による記念講演会にご参加い

ただき、ありがとうございます。本日の司会を

務めます、当クラブ事務局長の土生と申します。

よろしくお願いします。 

日本記者クラブに来たのは初めてという方

もおられると思うので、最初に、日本記者クラ

ブはどんな組織であるのか、少しだけご紹介し

たいと思います。 

日本記者クラブは 1969 年、日本新聞協会、

日本放送協会（ＮＨＫ）、日本民間放送連盟の

3者が呼びかけ人となって創設されました。来

日する外国の大統領、首相などの記者会見を行

うのが設立の目的でしたが、いまでは、国内、

国外の政財界、文化、スポーツなど幅広い分野

からゲストをお招きして、年間 200 回を超える

記者会見を行っております。 

例えば、今月は参議院選挙に向けての党首討

論会を行う予定です。この場所で各党の党首が

並んで討論会をやります。おそらくＮＨＫで全

国中継をすると思われますので、ごらんになっ

ていただきたいと思います。 

会員は、メディア各社からなる法人会員と、

記者ＯＢを中心とする個人会員から成ってお

り、公的なお金は一銭ももらっておりません。

「プレスの、プレスによる、プレスのため」の

独立した組織です。 

その中での日本記者クラブ賞というのは、ジ

ャーナリストとして顕著な業績を上げられた

会員を対象に受賞者を選んでおり、これまで

40 年以上の歴史を持っております。 

特別賞は、2012 年度に新設され、今回が 5

回目となります。ちなみに、クラブ賞、特別賞

の両賞とも女性が選ばれたのは今回が初めて

です。かつて日本のジャーナリズムは男だらけ

の世界でしたが、今回、このようにお二人とも

女性ということは、ジャーナリストの世界も大

きく変わってきたということのあかしだと思

います。 

本日は、受賞者のお二人から、それぞれ 40

分ほどお話を伺って、その後で質問を受けたい

と思います。 

まず、日本記者クラブ賞を受賞された読売新

聞東京本社編集委員の尾崎真理子さんからお

話を伺います。 

尾崎さんは、宮崎県のご出身で、1982 年に

読売新聞東京本社に入社されました。全国紙と

しては、男性と一緒に地方支局に配属される定

期採用女性記者の最初の世代に当たります。 

東京本社では、これまで文芸記者として、数

多くの作家を取材され、特に昨年出版された

『ひみつの王国：評伝石井桃子』は有名な児童

文学者である石井桃子さんの本格的な評伝と

して、選考委員会で高く評価されて、本年度の

クラブ賞に選ばれました。 

それでは、まず尾崎さんからよろしくお願い

いたします。 

尾崎 皆様、こんばんは。読売新聞編集委員

の尾崎真理子です。 

4 月に受賞の発表がありました際には、まだ

東京本社の文化部長という肩書でしたけれど

も、管理職は放免となり、今月から再び記者に

戻り記事を書かせていただくことなりました。

とても感謝しています。 

さて、このたび私がこの賞を受けることにな

りましたのは、読売新聞の文化部記者としてこ

としで 24 年、働き続けてきたということ、そ

して、その傍ら、ご本人に話を聞いたり、資料

を探したりして、少しずつ書いた石井桃子さん

の評伝『ひみつの王国』、この 2つの仕事を評

価していただいたからだと思います。本日は、

この両面について、少しお話をさせていただき

ます。 

まずは、石井桃子さんにつきまして。 

一般に児童文学者として知られる方ですが、

活字の世界で女性が力を発揮するための可能

性をさまざまに切り開いてこられた方でした。 

本が出てから、一番共感したと言っていただ

けたのは、女性の編集者、新聞記者、それから

図書館にかかわる方々、そして女性作家の方で

した。 

1907 年生まれの石井桃子さんは、日本女子

大で英語を学んだ後、菊池寛が社長だった文藝
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春秋社の編集者を振り出しに、戦前は新潮社、

戦後は岩波書店の編集者としても活躍した方

です。 

1951 年に第 1 回の芸術選奨文部大臣賞を受

賞した『ノンちゃん雲に乗る』の作者であり、

そして『クマのプーさん』や『ピーターラビッ

ト』シリーズを初めとする数多くの児童書や絵

本の翻訳者、さらには杉並区のご自宅を開放し

て、かつら文庫という子どもの読書普及活動に

力を注いで、101 年の生涯を余すところなく生

き抜いた方でした。 

このような公式ホームページ的な業績は生

前から広く知られるところだったんですが、私

はその中で、1930 年代半ばに新潮社で山本有

三や吉野源三郎さんと一緒に編集した叢書「日

本少国民文庫」の仕事が終わったころから、戦

争を挟んで、1950 年、岩波書店に嘱託として

入社されるまでの 15 年、20 代末から 40 代前

半にかけての、いわゆる空白の期間がとても気

にかかったのです。何か大変なご苦労をされた

のではないかと思いました。 

でも、その間に『クマのプーさん』を出版さ

ているし、『ノンちゃん……』を書かれていま

す。太宰治さんに思いを寄せられていたという

井伏鱒二さんが書かれた有名なエピソードも

この間の出来事です。それらの出来事は一体ど

のような経緯でつながっているんだろうか、さ

っぱりわからないところから取材は始まりま

した。 

石井さんは大変ご友人の多い方ですが、東京

子ども図書館の名誉理事長、松岡享子さんをは

じめ、長年おつき合いの深い方々も遠慮深い

方々ですから、まとまったお話はあまり聞いて

いらっしゃらなかったようです。 

それで、私は、石井さんが 86 歳で完成され

た『幻の朱い実』という自伝的な長編小説が

1994 年度の読売文学賞を受賞されましたので、

それを機に、物語の背景となっている昭和の初

め、文藝春秋社にお勤めだった時代から、少し

ずつお話をお聞きしました。 

そして、だんだんに、やはり自伝的な作品と

して知られている『山のトムさん』という、戦

後の開拓期にかけてのお話なども伺いました。

石井先生が 2008 年に亡くなられてからは、証

言された内容の裏づけ作業や、インタビューで

も語られなかったことについて、資料や、周囲

の方々の証言を探すことも改めて始めました。 

そのうち、戦争中には、やむなく子どもたち

を「お国のために」という気持ちに導くような

児童書の出版にかかわられたこと、それから愛

国的な奉仕活動を青少年にも奨励した労働医

学の権威、暉峻義等氏の私設秘書を務めていた

時期の資料などが次々にみつかりました。その

ような戦時下の子どもの本と、国家の情報政策

のせめぎ合いにつきましては、前回、こちら（日

本記者クラブ）に呼んでいただいた際にお話し

しました。 

今回は、もう一つの側面、石井桃子さんが持

っていらした時代を超える才能、才覚、認識力、

そのような点について、出版した後、私が考え

てきたことも交えてお話ししようと思います。 

石井さんが不幸な戦争を乗り越えて、戦後に

始めた仕事の構想力、先見性は、私があの本で

書いた以上に、実はもっと大きな、近代を超え

る枠組みを目指したものではなかったのだろ

うかと、改めて考え始めているところでもあり

ます。 

石井さんは結局、子どもたちに、女性たちに

どんな人間に育ってほしかったのだろうと、そ

れが私のいまのテーマの一つです。 

最近、ＮＨＫの朝の番組で、「十勝ガールズ」

という、北海道で農場開拓を志す若い女性の 2

人組のことを取り上げていたのを偶然みしま

した。この十勝ガールズというのは、農業に憧

れて、酪農学園大学に進学した 25 歳の女性た

ち2人組です。今年の春から帯広市の農地5ha、

すなわち東京ドーム 1個分を借り受けて、トウ

モロコシやジャガイモを本格的に栽培したい

ので、借地料 50 万円を支援してください、と

ネット上で「クラウド・ファンディング」に乗

り出したのです。 

その支援を呼びかけるネット上の文章がふ

るっていました。「嫁でもない、後継者でもな

い私たちは自分たちで行動し、人脈をつくって
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就農するしかありません」「ＴＰＰ、農協改革

など、農業従事者はこれまで感じなかったレベ

ルの危機を感じています」「新規就農の一つの

モデルケースとして、後に続く方にノウハウを

お伝えしたいと考えています」 

50 万円はたちまち集まったようです。世の

中、変わりました。農家の嫁という発想から自

由になって、職業としての農場経営を選びとる

世代が誕生しています。女性のためのファーム

スクールという研修所も地元にはあるようで

す。 

でも、2 人のいでたちというのは、70年前の

石井さんと、川崎の軍需工場で知り合った女学

校の先生、狩野ときわさんとほとんど変わって

いませんでした。エプロンに姉さんかぶりのタ

オルを巻いた石井さん風の女性と、大柄な狩野

さんのような女性のコンビ。 

そして、石井さんたちは敗戦と同時に、71

年前、すでに農家の嫁になるのではなく、自分

たちで農場を開拓するという夢を実現してい

たのです。考えてみれば、これはすごいことで

はないでしょうか。 

1945 年、相棒の狩野さんの故郷に近い宮城

県鶯沢に借地を得て、8 月 15 日の玉音放送を

聞いた直後、石井さんたちは最初の鍬を入れま

した。その年の 12 月までに 2 人は 3 アールの

畑を耕し、5 年後には、それが田畑 3ha、乳牛

3 頭、サイロ 3 基に拡張します。その当時は、

戦後の食料難を乗り切るために、多くの人々が

庭に畑をつくるような時代でしたので、それは

特別な試みのようにはみえなかったのだと思

うのですが、石井さんたち 2人組はとにかく勉

強熱心で、休みもとらずに働き通しましたから、

早速収穫という結果が伴い始めます。 

6 年後には、地元の 30 軒の農家をまとめて

鶯沢酪農協同組合を結成するまでとなり、「ノ

ンちゃん牛乳」というブランド牛乳を売り出す

のですが、このとき投じた資金が 70万円です。

いまなら、どれほどの大金に当たるのでしょう

か。 

とはいえ、協同組合の収益はなかなか上がり

ませんで、石井さんは東京の岩波書店へ出稼ぎ

を続けます。その間に、岩波書店では、岩波少

年文庫、岩波の子どもの本の編集主任として

数々の名作を立て続けに送り出してもいます。

でも、その給料や翻訳した出版物の印税は、大

部分が酪農組合の借金の返済に充てられるこ

とにもなってしまいます。 

でも、最盛期には 20ha の共同農場を運営し、

250 頭のホルスタインを放牧していました。そ

の酪農組合の会計を担当して、毎月給料袋を配

るのも石井さんの仕事でした。 

この間、1954 年から 1 年間は、アメリカ、

ヨーロッパへの留学も果たしています。ノンち

ゃん牧場には他県からも大勢の農業関係者が

押し寄せました。狩野ときわさんも、鶯沢の革

新系無所属の町議会議員として、1960 年代に 2

期当選しています。 

一方で当時はトラクターもなく、石井さんた

ちはかなり長い間、農場の肥料にするために近

くの鉱山に働く人々の住宅を回って、お便所の

くみ取り作業も行っています。高い教育を受け

た 2人がなぜそこまで農業に身を投じたのか。 

それは、戦争中、お国のためという思想教育

に加担した、その贖罪意識が石井さんたちを突

き動かしたのではないかと、私は本の中に書き

ました。けれども、その一念だけだっただろう

かというと、そうでもなく、やはり喜びも楽し

さもあったのではないか。何より理想の生活を

自分たちだけで始めてみるという非常に前向

きな気持ちが大きかったのだということを改

めてここでお伝えしておきたいと思います。 

農場を開く、経営するという計画は、主に石

井さんが発想したことのようでして、それは

20 代からの夢でした。石井さんは、戦前に結

核で亡くなってしまった大親友、小里文子さん、

彼女は『幻の朱い実』の蕗子のモデルですが、

その小里さんと毎朝丼一杯、イチゴを食べるよ

うな生活をしてみたかった、と書いています。 

それに、アリソン・アトリーや『小さい牛追

い』を書いたマリー・ハムズンのような、農業

を営みながら創作を行うという、ヨーロッパの

作家の暮らしを、作品を通してご存じでした。 

私にも石井さんは、「もし借金がなければ、
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岩波に出稼ぎに行くこともなかった。ずっと農

業を続けながら翻訳の仕事ができたら一番よ

かった」というように話されていました。親戚

の子どもを預かったり、狩野さんは農家の娘さ

んたちに手仕事を教えたり、地域全体の教育を

2人はともに考えて行動していました。 

石井さんは、東北の鶯沢の小学生に、自分の

翻訳した言葉がよく伝わるかどうか、それを確

かめてから、今度は東京のかつら文庫を始めて

います。 

牛乳も、まず貧しい子どもたちの発育を考え

て飲んでもらうことにしています。収益だけが

目的ではなかったと思います。 

なぜ、石井さんはこれほどまでに自立、自活

への意識が強かったのでしょうか。敗戦が間近

に迫っていた昭和 20 年春、東京大空襲の直後、

狩野さんが秋田から川崎に連れてきていたお

よそ 50 人の女学生を一人も死なせずにどうに

か親元へ送り届けてから、狩野さんの故郷の近

くで借地を探し始めたわけですが、なぜこのと

き、石井さんは浦和の実家へ帰ることを選択し

なかったのでしょう。 

兄嫁との折り合いが悪かったから、そんな不

平を言っている場合ではなかったのにかかわ

らず、です。「女は家庭」という性別役割分担

が変わり始めるのは1960年代から70年代にな

ってのことで、石井さんが女子大を卒業したの

は 1928 年、昭和 3年、あまりに早いです。 

石井さんは、浦和で金物屋さんを営みながら、

お父さんは銀行、お母さんはおじいさんたちと

一緒に裏の畑を耕す、というようなおうちで育

っています。4人のお姉さんたちはお見合いで

普通に嫁がれていますし、浦和高等女学校でも、

日本女子大でも、男は仕事、女は教養を積んで

よい家庭を築くという近代的家族の規範を学

んだでしょう。 

しかし、石井さんはいくら勧められようと、

お見合いで結婚しようとは思わなかったし、教

師にもなりたくなかった。その姿は、『幻の朱

い実』の主人公、明子にも投影されていますが、

へそ曲がりのようにもみえる強い自立への意

志は、結婚して自分の生活を安定させたうえで

書き続けるという、昭和の後半に多く出現した

専業主婦作家とも違う姿勢です。 

でも、女性が大学を卒業して、総合職として

就職することが当たり前になってきた今、石井

さんのようなへそ曲がりは、それこそそこらじ

ゅうにいるのではないでしょうか。ともかく自

分で自分を養って、好きなように生きていく。

「私、結婚できないのではなくて、しないんで

す」というその自由さ、わがままは、14 歳年

長の村岡花子さんが家庭生活を大事にしなが

ら翻訳の仕事に力を尽くした、そういう姿勢と

は根本的に異なっていて、「元祖女子」だと思

います。 

そういう強い意志を秘めながら、しかし、外

見や態度は大変控えめで、目上の男性たちにも

非常にかわいがられましたから、石井桃子とい

う人はなかなかの難物でもあるわけですけれ

ども、強い自立志向の理由として考えられるの

は、日本女子大の英文学部に在学中、イギリス

のヴァージニア・ウルフを知り、それからアメ

リカのウィラ・キャザーを愛読したという文学、

小説の影響でしょう。 

特に、アメリカの開拓時代、中西部の大地と

ともに生きる農民たちの姿を、幼いころの自分

の体験をもとに描いて、一次はパールバックと

ともにノーベル賞の候補ともされたウィラ・キ

ャザーの影響は、非常に大きかったと思います。

キャザーは、記者、編集者から作家となってい

く過程で、親しい女性の友人と共同生活をしな

がら環境を整えっていった人です。それは『幻

の朱い実』の中で明子が小説家志望の蕗子のた

めに必死で執筆しやすい避暑地での生活を用

意することにも似ています。 

最近では、ルームシェアも多くなっています

が、非常に合理的な方法だと思います。石井さ

んは大学時代にこの作家を知った後、戦前、30

歳そこそこで女性同士、ともに働く会社組織も

つくっています。この件についても、これまで

具体的にはあまり知られてこなかった経歴な

のですが、石井さんは会社勤めをしていた女性

の友人 2人と、「白林少年館」という出版社を

1938 年、昭和 13 年に興しています。その会社

で、井伏鱒二さんには『ドリトル先生「アフリ
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カ行き」』、中野好夫さんには『たのしい川べ』

の翻訳を依頼して、立派な装丁の本にして出版

しています。 

起業に踏み切ったのは、文京区に 2003 年ま

で建っていた大塚女子アパートに出入りして

いた体験によります。この大塚女子アパートと

いうのは、150 の部屋にタイピストや教師、編

集者といった時代の先端を行く花形の職業婦

人が暮らしていたアパートですが、彼女たちの

中には、戦争が近づいていると察知すると、ど

うやって日本を脱出して大陸で一旗上げよう

か、などのもうけ話の風呂敷を毎晩広げる人が

結構いたといいます。 

これは石井さんから聞いた話なのですが、い

つの時代も、そうした世間の枠組みからはみ出

す猛者たちがいて、そこから風穴があくという

こともあるでしょう。親友の小里文子さんにし

ても、お父さんは長野県松本市の市長で、大陸

に渡る前のあの男装の麗人、川島芳子を援助し

て、小里さんと川島芳子は姉妹のように過ごし

ていた時期があったこともわかっています。 

でも、夢の実現のために、しっかりと実現可

能なプランを立てて実行していくことのほう

が、本当に実は難しいことで、この点において、

石井さんほど入念に準備するという人もいな

かったのではないかと思います。大胆さと努力、

その両面がありました。 

それと、石井さんには当時から文通していた

アメリカの知人もいました。ボストンでは、

1920 年代、高等教育を受けた中産階級の女性

たちの間で、女性の参政権や権利拡張運動が沸

き起こって、出版界に女性の編集者がふえてい

きますと、彼女たちは子どもの本のマーケット

開拓に乗り出して、その児童書を批評するため

の書評雑誌、「ホーン・ブック・マガジン」も

創刊されました。丸善などの洋書コーナーでそ

の雑誌を知って、その編集長であるミラー婦人

から直接、アメリカではどんな本が評価されて

いるか、どんなふうに女性編集者が活躍してい

るか、石井さんは情報を仕入れていたのです。 

こうした海外との交流は、例えば三菱財閥の

創始者一族の岩崎家に生まれて、外交官夫人と

して世界各国を渡り歩いた沢田美喜さん――

戦後、エリザベス・サンダース・ホームを始め

た方ですが、そういう上流階級の人なら可能だ

ったかもしれません。でも、石井さんの場合は、

出版社に直接英文の手紙を書いて返事をもら

うという正攻法によって開いていったわけで

す。 

そして、戦後は、いよいよその英語の力が役

立つ時代を迎えたのですから、石井さんは編集

者として引く手あまただったでしょう。でも、

石井さんは東京に頑として戦後 5 年も戻りま

せんでした。それはなぜだったでしょうか。 

先ほども言いましたように、贖罪意識はもち

ろんおありだったでしょう。でも、同時に、職

住分離の男性中心の会社組織に入ることが自

分の理想とは食い違っていた、そうした近代社

会の成り立ちにも大いに疑問を持っていたか

らではないかと私は考えているのです。 

男女雇用機会均等法が施行されて今年で 30

年を迎え、いま、リクルートスーツを着た女子

学生が総合職を目指して懸命に就活中ですが、

そうした会社中心の社会に組み込まれること

を、石井さんはそのまま肯定されていなかった

のではないかとも思います。 

武者小路実篤の「新しき村」をはじめとして、

晴耕雨読の、何もうそのない自給自足の生活を

試みた作家や芸術家はことごとく苦難に阻ま

れました。そして、晩年の石井さんは、私が鶯

沢の農場跡を訪ねたと報告すると、大変お怒り

になって、｢あの農場のことは、私の生涯の悔

恨です｣と、激しい言葉のはがきを受け取って

しまいました。農場経営は、確かに 20 年ほど

で続けることができなくなった夢でした。でも、

敗戦の混乱の中、石井さんが女性と 2人、農場

を興すことを実現した、協同組合まで結成した

という事実の、ご本人も意識されていない先見

性、真意は、やがて改めて論じられる日が来る

ように思われてなりません。 

そして、なぜ女性同士だったのか。最近、女

性同士の恋愛とか、そういうことも随分社会の

理解を得てきましたが、恋愛関係があるから女

性同士が暮らすわけでは、昔からないわけです。
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ウィラ・キャザーが、女性とともに平穏な生活

を守り抜くことで、晩年まで多くの作品を残し

たように、フランスの世界的な女性作家ユルス

ナールも、アメリカのニューヨーク、メイン州

の島に女性とともに住んで、世界的な名作を生

み出しています。 

それから、『ムーミン』の作者、フィンラン

ドのトーベ・ヤンソンも女性と 2人、電気もな

いバルト海の小さな島で、毎年、夏の間は原始

的な暮らしを楽しみました。 

女性同士が真剣に理想の生活を追い求め、考

えを深めることで、芸術や文学作品を結実させ

る。それは心理的な平穏さが最も保たれる、生

産性の高い環境ではないか。それぐらい女性が

創造性を獲得する環境を手に入れるのは難し

いのだと思います。 

家族制度にしろ、会社組織や政治思想にしろ、

時代の規定する正しさや正義を、石井さんは生

涯、疑っていた節があります。だからこそ私は、

石井さんは文学の人だったとも思います。激情

にかられて演説したり、涙を流して訴えるとい

う態度を、とても醜悪でセンチメンタルだと言

って、大変お嫌いでした。 

8 月 15 日を境に手のひらを返したように軍

国主義から民主主義に思想を切りかえてしま

った同業者をたくさんみたのでしょう。その

人々を公然と非難するようなことはなかった

ですけれども、戦後、民主主義のためにすぐに

頭を切りかえて東京で働くという気持ちにも

ならなかった。 

それに、占領下にあった日本で、いくら質の

高い作品を選んでいるとはいえ、英米の児童文

学を翻訳し、出版すること自体、新たな支配者

の宣伝活動に協力することでもあったわけで

すから、慎重にならざるを得なかったのだと思

います。 

石井さんは 100 年にわたる一生のうちに、戦

争や政治体制の変化などを挟んで、社会の価値

観が右往左往するのを何度もみることになっ

たのだと思います。社会の倫理観、タブーにつ

いても、絶対に正しいものはないというさめた

視点をお持ちではなかったのでしょうか。 

1960 年、日米安保闘争の年に出版された子

どもの文学の中で、石井さんは、時代によって

価値の変わるイデオロギーは、例えば日本では

「プロレタリア児童文学」などというジャンル

も、昭和初期には生まれましたが、「特定のイ

デオロギーを子どもの本に持ち込むことは無

意味」と言ってのけました。その言葉は、時代

が時代だけに大変反感を買うことにもなりま

した。無意味と言ってしまえない例外もまたあ

るように、私は思いますけれど。 

ソビエト時代にマルシャークが書いた『しず

かなおはなし』は、日本では 1963 年に翻訳版

が出た。そして、いまも版を重ねる名作です。

森の中にすむハリネズミ一家の物語なのでが、

ハリネズミたちをいじめるオオカミ、そのオオ

カミがおびえる人間が撃つ銃声に、ソ連時代の

社会の空気を想像しながら読みますと、いまさ

らながらその完成度はすごいと思います。子ど

もの心に響く芸術作品であると同時に、歴史の

証言、記録として生き残る名作だけのことはあ

ります。 

また、ちょっと興味深い出来事もあります。

1980 年代の末、『ちびくろサンボ』と『シナ

の五人きょうだい』という、石井さんが愛して

やまなかった絵本が、黒人差別や中国人への偏

見を助長するという理由で、岩波書店と福音館

書店が相次いで増刷を取りやめてしまったこ

とがありました。その対応に、石井さんは最後

まで納得されていませんでした。どちらも世界

中で愛されて、アメリカの図書館事情に詳しい

人によりますと、その騒ぎの何年か後からは、

要望があれば、児童図書館で読める場合が多い

とのことです。でも、日本ではいま、違う出版

社から出版されていて、『シナの五人きょうだ

い』の石井さん訳のものは復刊されていません。 

権威ある出版社のそうした対応に、石井さん

は大変憤慨されていました。これだけの名作が、

なぜ命を絶たれてしまうのか、そういう姿勢こ

そ文化を滅ぼすのではないか、と。 

これは表現の自由にかかわる極めて重要な

問題を含んでいて、この件に関しても、石井さ

んは時代の判断にやすやすと判断を任せてし

まう傾向を、大変懸念されていたと思います。
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もちろん人権や人間の尊厳をめぐって、考えを

尽くされたうえでのことだとも思います。 

石井さんは 100 歳を前に、福音館書店の「母

の友」からのインタビューに応じて、次のよう

なことをおっしゃっています。「戦争と平和は

まるで回り灯籠のように何千年も前から、何十

年かの周期で交互にやってきています。どうし

たら平和のほうへ向かっていけるだろうと人

間がしている命がけの仕事が文化なのだと思

います」。 

石井さんによる文化という言葉の定義をこ

れからも大事にしたいと思っています。 

 

さて、ここからは現代の文学作品と、時代や

社会の関係をお話ししたいと思います。 

私の 24 年、文芸担当記者としての主な仕事

は、同時代の作家の仕事を紹介することにあり

ました。最初の 10 年間は、文芸誌の「文學界」

とか「新潮」、「群像」、「すばる」、「文藝」

など、純文学と呼ばれてきた小説を扱う雑誌を

選んで、そこに発表される秀作、力作から、そ

の月を代表する作品を解説し批評する、毎月の

批評欄を担当していました。 

1993 年から 2003 年にかけての仕事で、その

間に、遠藤周作さんを初めとする「第三の新人」

の方々は、現役を徐々に退かれ、続いて古井由

吉さんら「内向の世代」と呼ばれた作家が重鎮

となり、さらには女性作家が主導権を握る時代

を迎えました。 

子どものための文学、その存在意義は、苦し

いこともあるだろうけど、人生はおもしろいよ、

楽しいよ、世界中にはいろんな人がいるよ、と

全力を挙げて生きることを肯定するところに

あるのではないかと思うことがあります。 

では、一方の、大人の文学はといいますと、

こちらも最終的には生きるための励ましであ

るはずなのですが、しかし、楽しいこと、正し

いことをむしろ書かないのが文学、小説という

ものでもあります。小説は、常にどこかで死を

意識してでき上がっているもので、この世の悲

しみ、苦しみ、人間の生の限界を意識するがゆ

えに輝く、一瞬一瞬の日常の営みをすくい上げ

るものではないかとも思うのです。 

また、現代社会への違和感を表現したり、倫

理的だ、常識的だとされているものを揺さぶる、

試行実験の入れ物であるとも考えています。 

例えば、大江健三郎さんの『さようなら、私

の本よ！』という 2005 年の作品があります。

この作品はノーベル賞作家が真剣に計画した

東京の高層ビル爆破テロの計画だと読むこと

もできます。 

大江さんは、ご存じのとおり、戦後民主主義

を標榜する知識人ですが、それでいて小説家と

しての想像力は「いつも奇怪な逸脱を含んでい

る」と、ご自身でもインタビューに答えて話さ

れます。この作品も、大江さんの分身のような

主人公、長江古義人が幼なじみの建築家から、

高層ビルを倒壊するテロの計画を持ちかけら

れるという不穏な筋書きです。それが国家の巨

大な暴力に対抗する個人の手段であると説得

され、古義人もそれに抵抗できなくなってしま

います。 

古義人は作中で大いに揺らぎます。しかし、

その揺らぎの中に、この時代を生きるリアリテ

ィがあり、時代の暗い流れに個人が抵抗すると

はどのように生きることなのか、深く考えさせ

てくれるのです。 

また、村上春樹さんが 2009 年に発表した『1

Ｑ84』も、正義の味方として女性主人公の青豆

が活躍するわけではありません。青豆は、殺人

犯ですらあります。この作品を発表直後、私の

インタビューに答えた村上さんは、オウム真理

教の裁判の傍聴に 10 年以上通って、死刑囚に

なった元信者の心境を想像し続けた。それが作

品の出発点になった、と話をされました。 

また、オウム事件は、「現代社会における倫

理とは何か」という大きな問題をわれわれに突

きつけたと語り、そして、絶対に正しい意見、

行動はこれだ、と社会的倫理を一面的に捉える

のが日困難な時代になっている、また、体制の

中に反体制があり、反体制の中に体制がある、

そのような現代社会のシステム全体を小説に

したかった、などと話をされました。 

さらに、インターネット上に個々の意見があ
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ふれ返っている時代だからこそ、物語は余計に

力を持たなければならない、との持論を聞くこ

とができました。 

作家とは、そのような、現代の「悪」を全面

的に背負ったうえで、想像力を最大限に発揮し

て、現実を丸ごと小説世界にしてみせようとし

ます。優れた作家にはその直感力があり、社会

を、時代全体を引き受ける存在だと考えていま

す。 

石井桃子さんにもそれは強くあった。だから、

戦争中、『ノンちゃん雲に乗る』のようなファ

ンタジーを発想することにもなったのだと思

っています。 

さて、村上さんの『1Ｑ84』は、1984 年のも

う一つの仮想世界の話でしたが、ことしは相次

いで近未来や人類の未来を想定した小説が発

表されています。きょうの毎日新聞の夕刊にも、

ちょっとその話が出ていました。 

2 月に亡くなった津島佑子さんの遺作は、

『半減期を祝って』という 30 年後の日本を想

像した短編でした。その時代、セシウム 137

はすでに半減期を迎えているのですが、日本に

は「愛国少年（少女）団」が結成され、18 歳

を迎えると、男女を問わず国防軍に入らなけれ

ばならない、という社会が想定されていました。 

また、4 月に出た窪美澄さんの長編『アカガ

ミ』は、若者の多くは恋愛をしないし、結婚も

しない、そして、子どもを持とうとはしなくな

った、という 2030 年の日本を想定した作品で

す。この世界では、若者の自殺者数は 10 万人

を突破し、4人に 1人が心療内科や精神科に通

っている。そこで、国家は、結婚を望む男女に

特別の優遇措置を与えて、ひっそりと生殖活動

を奨励し、子どもが生まれると、国家に育成を

委ねる仕組みが整えられている、そんなフィク

ションです。 

そして、もっと先の何百年も後の世界まで想

像して、人類の未来の歴史を悠々としたファン

タジーのような筆致で描いているのが川上弘

美さんの『大きな鳥にさらわれないよう』とい

う 4月に出た短編連作集です。一見、牧歌的な

風景の中に、未来の人々は穏やかに暮らしてい

るようなのですが、すでに国家の枠組みは失わ

れ、ごく少数の人々が宗教も哲学も思想も失っ

て個性をなくし、ただクローンの縮小再生産の

ように、死ぬことも忘れたように暮らしていま

す。 

「私」という概念を、人々はもうあまり持っ

ていません。そして、人工知能が強力なネット

ワークを張りめぐらして生命を管理している。

この世界で最後に残った人間は女の子 2人。そ

れは安らかな、密やかな世界ではあるのですが、

もう未来はありません。 

このように、私たちを震撼させる未来の物語、

アンチユートピアというか、ディストピア小説

をなぜいまの現代の作家がリアルに生み出す

のでしょうか。 

少子化、人口減少というと、保育園をふやそ

う、労働条件を改善しようと、政治家をはじめ、

実社会の大部分の人々はその具体策を講じて、

新聞ではそれをニュースとして紹介します。け

れども、その背後にある、もっと根源的な人間

の変化を感じ取り、作品にするのが作家の仕事

です。そこには、現在の豊か過ぎる、無駄の多

過ぎる生活に対する罪悪感も含まれているの

かもしれません。 

ことしは、このほかにも、三島賞作家の村田

沙耶香さんの『消滅世界』や、吉田修一さんの

『橋を渡る』、それから読売新聞の夕刊では、

5 月から、中村文則さんの『Ｒ帝国』という、

いずれもディストピア小説が発表されていま

す。 

もう 100 年近く前の 1920 年、チェコの劇作

家カレル・チャペックは、「Ｒ.Ｕ.Ｒ.」とい

う戯曲の中で、人間に酷使され反乱を起こす模

造人間をロボットと名づけ、この作品であらわ

された概念が科学者の開発意欲を刺激したの

か、1939 年のニューヨーク万博では、コンピ

ュータもまだないのに電気仕掛けの人型機械

が話題を集めました。 

そして、現在、人型ロボット＝ヒューマノイ

ドにしろ、人工知能にしろ、チャペックが想像

していたロボットの実態に随分現実が近づき

ました。カレル・チャペックは、想像力を極限
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まで伸ばして、社会の出来事を 100 年も先取り

したのです。ファンタジーやＳＦの描いた社会

は、ですから、そう絵空事だと笑ってはいられ

ません。 

そして、いま挙げた小説の中には、ディスト

ピアに陥る以前の、人間が人間らしくあった時

代の象徴のように、信頼できる確実な情報獲得

の手段として、「新聞を読む」ということが取

り上げられていることにも私は気づきました。

『1Ｑ84』では、主人公の青豆が、自分がパラ

レルワールドに入ってしまったのではないか

と記憶が混乱したときに、まず出かけたのは近

くの区立図書館でした。そこで、疑問の発生し

た期間の新聞の縮刷版を丹念に閲覧します。 

本文には、＜青豆は、読売新聞をとっており、

毎日隅から隅まで目を通している。社会面の記

事は、特に犯罪が絡んだものは詳しく読むよう

にしている＞という記述もあります。新聞を読

むという習慣を持っていたからこそ、彼女は記

憶にない大事件の発生を知り、そこから自分の

身の上に起こった異変に気づくことができま

した。 

大江さんの『さようなら、私の本よ！』の結

末の場面では、主人公長江古義人が次のように

晩年の生活を語ります。 

＜僕はいま本は読まない。ベッドに横たわっ

てオペラグラスで書棚のタイトルをずっとみ

ていることはあるが、読むのは新聞。日本の新

聞各種、ニューヨーク・タイムズ紙、ル・モン

ド紙、それらを隅から隅まで読む。何を読みと

ろうとして、兆候、あらわれ、しるし、気配、

証拠、症状、異常を示す兆候を大小の記事に読

み取って、記述する。それだけを続けているん

だ。その兆候は毎日 2～3 個、みつからないこ

とはないよ。あるときは、決定的だと感じられ

る出来事が起こる。そうすると、予兆はこのよ

うにあった、これらの過程が積み重なってあの

事態になった。そういう解説があふれる。僕の

やっていることは、何らかの出来事以前に、微

細な前兆を集めていくものなんだ。それらの集

積の向こうに、取り返しのつかない、後戻りの

できない、壊れてしまう方向への道が延びてい

る＞ 

実際、このようにして過ごしている年配の識

者はかなり存在するのではないでしょうか。そ

のような人生の習慣とともに、物を考え、選択

してきた世代が世の中のバランスを保ってき

たとも考えます。 

川上弘美さんの描く未来の社会では、子ども

たちは一定の年齢に達するとパソコンを与え

られるのですが、おそらくそこには限られた情

報のみが入っているのでしょう。公に共有され

る情報というのは、ほとんどもうありません。

でも、そんな世界でも、こんなことを母からの

言い伝えとして守っている女性が登場します。

＜注意深く観察すること、結論はすぐに出さな

いこと、けれど、どんな細かなこともおろそか

にせずに記憶にとどめておくこと＞ 

村上さん、大江さん、川上さん、３人が書か

れた、この 3 作に何気なく埋め込まれている、

人間が本来生き延びるために必要とする情報

への強い希求が、響き合っているように感じま

す。 

ところが、新聞や定時のニュースから情報を

獲得するという近代社会が培っていた習慣を、

いまの若い人たちはやすやすと手放そうとし

ている。そこから大きな何かの決壊が始まって

いるような気がしてなりません。 

すでに 2000 年代以降、純文学は芥川賞、そ

れから直木賞はエンターテインメントなどの

区分けは無効となりつつあると言われたりし

ます。また、少し前までは、文学史に残る名作

は 30年後、50 年後もおそらく残っているだろ

うとされていましたが、それは楽観的過ぎて、

多くの作品が研究者のためだけのものになり

つつあります。野上弥生子さん、佐多稲子さん、

そうした石井さんと同時代に生きた大家の作

品が、いま文庫本の棚を探してもほとんどみつ

かりません。一方で、夏目漱石の作品は朝日新

聞で、けさも大きなスペースを得て再掲載され

ています。 

古典を受け継ぐことに力を入れるべきか、現

代の新しい小説を紹介し、若い作家を応援する

ことに力を注ぐべきか。私たちは、できれば両

方行いたいのですが、新聞の文化部記者として
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優先すべきことは、やはり同時代を生きる作家

たちがいまどのような作品を新たに生み出し

ているか、そこにはどんなふうに現実が映し出

されているか、どのような思いが込められてい

るか、それを作家に問い、批評、解説すること

のほうだと私は考えています。 

個々の作品を紹介する書評欄は大変充実し

てきましたが、文芸評論家という人々はめっき

り少なくなりましたから、定点観測者として、

一層文芸担当者は長いスパンで注意深く動向

を見守らなくてはならないと思います。そして、

同時代を代表する重要な文学者の発言には、で

きる限り聞き取る機会を得て、次の時代に伝え

たいとも願います。 

そして、「正しい」ということより、「私は

間違っているかもしれない」と謙虚に考えるこ

とから始めるのが、新聞記者の文学に向き合う

態度だと思います。そうしながら、おもしろい、

これはいい作品だ、という、シンプルに自分で

直感する能力を研ぎ澄ます、そういった鍛練も

続けていきたいと考えています。 

 

本日は、拙い私の話を聞いていただきまして、

ありがとうございました。（拍手） 

司会 尾崎さん、どうもありがとうございま

した。 

自立した女性の先駆者としての石井桃子さ

んの紹介から、ディストピア小説が今、なぜた

くさん書かれているのか、それから最後に、新

聞の意義、文芸記者としての熱い思いも伝わっ

てきました。 

実は日本記者クラブ賞の選考過程で、文芸担

当記者は、ジャーナリストというよりも文芸評

論家に近いのではないかという意見が出され

ました。その時、複数の選考委員が強く反発さ

れて、「尾崎さんの本をきちんと読んだのか」

「あれは新聞記者しか書けない本なんだ」と言

われました。今回の受賞決定には、そういう経

緯がありました。尾崎さんのお話を聞きながら、

それを思い出した次第です。 

それでは、続いて記者クラブ賞特別賞の堀川

恵子さんをご紹介します。堀川さんは広島のご

出身で、1992 年に広島テレビに入社され、報

道記者やディレクターをやられた後、2004 年

に退社され上京されます。以来、フリーランス

のジャーナリストとして、死刑問題など司法分

野を中心としたノンフィクション作品の執筆

や、テレビ番組の制作を続けてこられました。 

今回、受賞の対象となった著作『原爆供養塔 

忘れられた遺骨の 70 年』は、原爆慰霊碑の近

くにありながら、一般にはほとんど知られてい

ない原爆犠牲者の遺骨を納めた原爆供養塔の

歴史を徹底した取材で掘り起こされたもので

す。この作品は、今年度の大宅壮一ノンフィク

ション賞の受賞作でもあります。 

それでは、堀川さんからお話を伺いたいと思

います。よろしくお願いします。 

堀川 皆さん、こんばんは。堀川恵子です。

私は台本を用意しておりませんで、きょう何を

お話しすべきか、ちょっといま思案しておりま

すけれども、一つお伺いしてよろしいでしょう

か。 

私の書きました『原爆供養塔』を読んでくだ

さった方、挙手をお願いしてよろしいでしょう

か。――ありがとうございます。6～7 割お読

みくださっているということなので、あまり内

容的にもそればかりというのでは少しつまら

ないかもしれませんので、自身のことも含め、

少し語っていきたいと思います。 

私が使っている肩書は「ジャーナリスト」と

いうものですけれども、フリーになって一番困

るのが、この肩書です。ジャーナリストという

非常に重い責任を伴う肩書は、できれば使いた

くない。つまり、そう名乗れるほど自分がいま

働けているとは思えないので。ですが、これに

かわる言葉がなかなかなくて。「取材者」とい

う肩書を本当は使いたいのですが、初対面の方

にそういう形で名刺をお出ししても理解して

もらえないので、仕方なく「ジャーナリスト」

を使っています。 

広島時代、先ほどご紹介いただきましたよう

に、広島テレビ放送という、尾崎さんと同じ読

売グループ系列の地方局に 12 年間勤めました。

先日、今回の受賞の言葉を書きながら、ふと気
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づいたら、ちょうど上京してフリーになっても

12 年。半々の時間が過ぎた節目の年なんだな

と、改めて実感しているところです。 

いままで取材、仕事をしてくる中で、迷った

ときとか困ったときは、常に尊敬する諸先輩、

ほとんどの方はこの世におられないのですけ

れども、深代惇郎さんですとか本田靖春さんで

すとか、ご存命の方で言うと立花隆さん、そう

いった方々の書かれたものをとにかく読みあ

さり、まねをしてやってきました。 

いつも思うのは、そういった立派なジャーナ

リストたちが、自分語りを始めると、もうそろ

そろ終わりかな、そういうイメージを実は持っ

ておりまして、きょうも、ここでお話をするの

は、非常に気の進まない、まだやりたいことを

半分もやっていないのに、終わりの始まりが始

まっているのかななどと思ったりもしながら、

仕方がないので、ちょっと話を進めてまいりま

す。 

先ほど、尾崎さんのお話の中で印象的な言葉

がありました。小説家の役割とは何か、さまざ

まな内容がありましたけれども、私の印象に残

りましたのは、いま現実世界に起きていること

や、それに対する違和感を、小説世界の中で、

私の言葉で言えば、昇華していく、そういう作

業であるとおっしゃいました。では私たち取材

者の仕事は何であるか、これは一点しかありま

せん。いかにファクトを探して、それを積み重

ねて、そして真実には迫れないんだけれども、

なるべく近くまでたどり着くか。つまり、ファ

クトを探し、それを積み重ねることしかないと

いうふうに、24 年間やってきて、常に感じて

いるところです。 

そういう意味では、私は非常に幸運なスター

トを切りまして、石井桃子さん、尾崎さんとい

った大先輩が築いてくださった、拓いてくださ

った進路のおかげで、私は本当に女性として損

はしたことはない、女性で困ったこともない。

むしろ女であることを武器に――変な意味で

はなくて――女であることを、ある意味、男た

ちとは違うんだという形で、例えば県警記者ク

ラブ、県庁記者クラブ、広島市役所記者クラブ

といった中で自由に泳いできました。 

先ほど、ラッキーなスタートを切ったという

ことの一つは、やはり最初の 3年間、警察担当、

いわゆる「サツ回り」を経験することができた

ことに尽きると思います。 

いま振り返って、大きな視点でみると、警察

がいわゆる垂れ流したい情報をどこよりも早

くもらって、それをどこよりも早く出す、出し

たことにどんな意味があったのかと言われる

と、非常にいまは複雑な思いでおりますけれど

も、ただ、私たち記者の仕事は、与えられた一

つ一つの現場で、ピリオドを打っていくことが、

私自身、重要であると感じています。ピリオド

を打つには、与えられた仕事を徹底的にやり抜

くことです。 

右も左もわからなくても、警察記者クラブに

配属されれば、どこよりも早くスクープをとり、

どこよりも早く、被害者の顔写真、加害者の顔

写真を押さえ、そして正確な報道をする。大き

な意味では、確かに問題はあるのですけれども、

この違いについてお話します。事実を、自分の

手と足を使って、口を使って手にすることがい

かに大変で、難しくて、そして人を傷つけるこ

とかということを肌身で感じました。 

よく私の経歴で、「記者とディレクターを兼

務し」というふうに書かれるんですけれども、 

この違いについてお話しします。 

記者はいま申しましたような、例えば昨日あ

ったことを今日どう伝えるか、事件の続報を、

何か新しいことを出せるか、もしくは朝わかっ

たことを夕方にはどう伝えるか、夜のニュース

でどう発展させるかということを突き詰めて

いるのが記者なんです。ディレクターの場合は、

もう少し長い目で、一つの事件が起きたら、顔

写真を早くとるとか、そういうことではなくて、

なぜ加害者はそのときにそういう犯行に至っ

たのか、その背景を調べて、そこにどういう問

題が潜んでいて、実はそれは特殊な殺人犯の話

ではなくて、普遍的な問題であった、社会が抱

えるさまざまな背景を抱えていた、というよう

な深い取材をして、時間はかかるんですけれど

も、30分ですとか、1時間の番組に仕上げてい

く、これがディレクターです。 
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私はいまでも、多分、記者の現場に放り込ま

れたらアドレナリン全開で、本能的にスクープ

合戦に入っていってしまう自信があります。で

すが、やはり自分の中で、日々そういうスクー

プ合戦をやりながら、限られた広島県地方の話

ではありますけれども、どこかでものすごく物

足りないものを感じていた。もちろん、きのう

あったことをきょう伝えることは大事なんだ

けれども、それは自分にとっては大切なんです

が、みている人たちにどれだけの意味があるの

かとか、そういったことを考え出すと、入社 5

年目ぐらいからでしょうか、ただ単にスクープ

を追うということの意味を、ない頭で考えるよ

うになってきて、スランプに陥ったことがあり

ました。 

それは警察回りであれば「夜討ち朝駆け」、

最初の 3年間か 5年間、1日も休まず警察署に

泊まり込み、おそらく家で寝た時間よりも警察

署の宿直室で寝た時間のほうが長かった。そう

いう生活をするためには、やはり自分の中での

モチベーション、全てを犠牲にしても仕事をや

るんだというモチベーションがなければでき

ないのですけれども、途中からそのモチベーシ

ョンが揺らぎ始めました。 

あるとき、決定的なことが起きて、もう記者

はいい、もちろんやらなければいけないんだけ

れども、ディレクター的な仕事を自分は一生の

仕事にしたいと思うようになったことがあり

ました。 

自分の家があって、お隣さんの家がある。町

中ですので、家と家の間は 1ｍあるかないか。

家にいたら、外で「火事だ、火事だ」と声がす

る。当時、2000 年ごろです。自分は記者なの

でデジカメを持って火事を撮ろうとする。記者

の、火事を取材するときの鉄則は、「火を撮れ」

ということです。燃え残った家を撮っても仕方

がない、メラメラ燃える火を撮らないとニュー

スにならないと。これは多分いまでも似たよう

なことがあるんだと思うんですがそういうこ

とをたたき込まれていますので、火を撮ろうと

思ってカメラを持って家から出ていく。 

すると、燃えていたのは隣の家だった。隣の

家からものすごい勢いで炎が吹き出している。

隣に誰が住んでいるか、わかっているわけです

ね、自分は。いま炎の中で何が起きているかを

自分は想像してしまうんだけれども、でも、そ

の炎の勢いがすご過ぎて、自分の家にいま燃え

移りそうだというときに、皆さんなら、どのよ

うに行動されるでしょうか。 

人間として、おそらく最もリスペクトされる

やり方としては、燃えている炎を消すのでしょ

う。記者であれば、自分の家は置いておいて、

炎をしっかり写して、そしてそれを放送する。

それは単なる野次馬的な興味ではなくて、そう

いう放送をすることによって、火事を起こして

はならないというある種の注意喚起につなが

る、という理屈はつけることができます。です

から、立派な記者であれば、わが家のことはさ

ておき、隣の火事を写すのでしょう。 

ところが、私がやったことというのは、ホー

スを持って、自分の家に水をかけてしまったん

です。いま考えても、最も恥ずかしい選択を自

分はしてしまった。自分の家が燃えてしまうと

思って、もう庇に炎がかかっているわけです。

庇に一生懸命水をかけるんですけれども、ふと

みると、具体的な名前を出してしまうと、中国

新聞の記者がうれしそうにパチパチ撮ってい

るんです。その炎がすごいから。たしか夕刊に、

結構写真付きでドカンと載りました。死傷者は

なかったんですけれども、いい絵が撮れた。新

聞もテレビも一緒だと思うんですが、いい絵が

撮れたということで、メラメラと燃える炎を

嬉々として――と私はあえて言いますが――

載せていた。 

私はそのとき、彼に対して、顔見知りの記者

なんですが、手伝ってほしいと思ったんですよ

ね。そんなことをしている暇があったら、私の

うちが燃えてしまう、一緒に水をかけてよ、と

思ってしまった。 

後で取材をしてみますと、実際の消防署に入

った火事の一報から沈火までの時間というの

は決して長くなかった。大した火事ではないと

いう、その程度のことだったんですが、自分と

しては、一生の一大事のような感覚で、そして、

水を一生懸命かけても消えなかった火が、燃え

る時間が 1時間にも思えたけれども、何と消防
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が来るまで 5分もかかっていなかった。 

そのときに私は初めて、取材をする側とされ

る側の境を越えてしまったような感覚を持ち

ました。もしあのとき、お隣の火事でどなたか

が亡くなっておられたら、私はもしかしたら、

記者、ジャーナリストという仕事はやめていた

かもしれません。幸い留守中の火事だったので、

どなたも負傷されていなかった。 

そういうことがあって、それ以降は、当然会

社員ですので、記者的な仕事も業務もあるんで

すが、なるべく逃げて、そして、先ほど申しあ

げたようなディレクターとしての仕事をやり

たいと。もう記者として事件とか事故の現場に

立てなくなってしまったんですね。現場に立っ

たときに、その部屋の内側にいる人のことを想

像してしまう。例えば殺人事件の丁場が開かれ

て、すぐ警戒線が張られる。われわれ記者は少

しでも近くで撮りたいから、外で警察官と大げ

んかしながら、一歩でも中に入ろうとする。い

ままではそれで終わっていたんですが、その火

事以降は、家の中に被害者がいるという当たり

前のことに思いが至るようになり、そこで警察

官をやり込めることができなくなってしまっ

た。そういう経験がありまして、ディレクター

をやろうということで、仕事を進めてきました。 

いまの火事の話は本当に小さな、些細なわが

家の出来事ではあるんですけれども、ある意味、

非常に重大な示唆を私の人生において含んで

いると思っています。先ほど申しました、取材

をする側、される側ということだけではなく、

その前に申しあげた、火事を報道することに何

の意味があるか。われわれは、火事を写すこと

によって、皆さん気をつけてね、空気が乾燥し

ていますよ、火の元大丈夫ですかと啓蒙してい

るんだと理屈をつける。でも、本当にそうでし

ょうか。現場で、本当にそんなことを思ってい

るでしょうか。思ってないですよね。全て後付

の理屈です。 

それは、昔の私がそうだったように、燃える

炎、荒れ狂う炎が撮れたという、「撮れた」と

いう達成感、これは、いま同じ現場に放り込ま

れたら、私はまたそれをやってしまうことがわ

かっているので、戻るつもりはないんですけれ

ども、本当に報道とは何か、取材とは何かとい

う本質を突き詰めて考えますと、とても声高に

正義のためにとか、社会をよくするために、な

どと言うことはできない。さっき申しあげた、

事実を積み重ねるということは、言葉を変えれ

ば、自分が知りたいこと、自分が伝えたいこと

をやっているだけなのです。 

そういうこともあって、先ほど尾崎さんのお

話の中にもあった、正義とは何かということが、

私にはすごく深く胸にズンズンと来ました。正

義のためにとか、社会のためにというのは、と

てもとても、本当の報道の本質を知っている者

は、声高に唱えることはできない。 

だけど、理想というのは、そこで諦めた瞬間

に底が抜けるというか、非常に危ういものでも

あります。そういうバランスの中で、自分がそ

の程度の人間で、その程度の仕事しかできない

人間だということをわかったうえで、現場に、

それでもやっぱり突っ込まなければいけない。

突っ込まなくてはいけないのです。怖がってい

たら、この仕事はできないので、やるからには

徹底してやらなくてはいけない。遠慮して、入

ることができなくなったら、それはもう取材者

ではないのだろう、そういうふうに考えていま

す。それが 2000 年でした。 

会社をやめますのが、それから 4 年後、34

歳でしたでしょうか。記者、ディレクターを一

生懸命やっていたんですけれども、ある日突然、

デスクという社内の中心に大きな机をどーん

と構えて、記者たちの面倒をみるという仕事に

つくことになりました。もう自分が外に出るこ

とはできない、それはとても我慢ができない。

管理職の仕事も、それはすごくやりがいがあっ

て、若い子たちが日々、自分に一生懸命、こん

なものがある、あんなものがあると企画を持ち

かけてきて、その一人一人の記者が成長してい

くのが、デスクをやっていると、手にとるよう

にわかるんですね。 

若い人がどんどん伸びていく姿をみるとい

うのは、とても気持ちがいいもので、私はあと

もう半年、デスクの席に座っていたら、多分こ

の会社から離れられなくなるな、自分が本当に

やりたい現場の仕事ではなくて、こっちの楽し
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さに、おそらく流れてしまうだろうと思いまし

た。そこで 2004 年の年末に、広島テレビを退

社いたしました。 

それからフリーになりまして、東京に出てき

ました。そこからは、話せば長いのですが、簡

単にまとめますと、フリーになって一番よかっ

たことは、締め切りとか、放送枠といったもの

から開放されたということです。逆に言うと、

自分が動かなければ何もできない。ちょっと気

を抜いて日々暮らしていると、あっという間に

時間が過ぎていく。そういう中で、自分が問題

意識を持って、これがやりたい、あれがやりた

い、私の場合、テレビドキュメンタリーもつく

っていますので、一つの企画書を書いて、それ

をＮＨＫに持っていったり、テレビ朝日に持っ

ていったりします。締め切りも放送枠もないの

で、いままでない感覚が突きつけられるわけで

す。 

例えば、そこまでして本当にやる価値がある

かということ。何でもいいという気持ちでは企

画書というのは書けないのです。さっき言った

ように、取材に突っ込んでいくためには、絶対

これをやらなければいけないんだというモチ

ベーションが必要です。それがまず一つ。 

とは言え、上京して 2～3 年はさまざまな仕

事をやりました。ＮＨＫだけではなくて、例え

ば皆さんご存じのところで言うと、テレビ東京

の「ガイアの夜明け」というような番組も、経

済ドキュメンタリーですが、何本もつくりまし

たし、結局そのベースにあるのは取材なので、

アウトプットが本であろうが、テレビであろう

が、経済であろうが、事件、事故であろうが、

ベースにある取材がきちんとできれば、どんな

ものでも、最低限のものは出せるのです。逆に

それがないと、何をやってもだめということに

なるんです。 

最初の 2～3 年で、ありとあらゆる、それこ

そ番組をつくり、「あっ、できるな。東京で十

分仕事はやっていける」と思ったのですが、そ

れをやっていれば、広島テレビのときの繰り返

しになってしまうということにも同時に気が

つきました。何のために会社をやめたのか、何

のために全てを、つまり現実的な問題で言えば

老後の保障も含めて、会社をやめたのかという

と、やはり現場で、本当に自分が知りたいこと、

自分が伝えたいことをつくる、その原点に戻ら

なければいけないと。 

そこで、自分でいままでやってきた仕事を一

切全て止めて、2008 年から、いままでやろう

と思ってできなかった問題に踏み出し始めま

した。それが、先ほどご紹介にもありましたけ

れども、司法の問題で、「死刑」という問題を、

一度ジャーナリスト、取材者としてとことん突

き詰めてみたいと考えたわけです。 

そこから、6年ぐらいでしょうか、朝から朝

まで、本当に司法に関することを寝ても覚めて

も考え、取材をし、いろいろやってまいりまし

たけれども、やっぱり取材の仕方というのは、

さっき申しあげたサツ回り時代と何ら変わる

ことはないんですよね。東京に来ても、私は元

裁判官たちの「夜討ち朝駆け」に近い、それこ

そ家をひたすら訪ねて回るということを何十

軒と、やりましたし、ようやく仲よくなれて、

家でご一緒に御飯を食べられるような、大体男

性は厳しいんですが、奥様のほうが先に門戸を

開いてくれるというパターンが多くて、大体元

裁判官のおうちで御飯が食べられるようにな

ってくる。すると、そこからいろいろ取材の話

が始まっていく、というようなことで、死刑の

問題を 6 年ほど一生懸命突き詰めてやりまし

た。 

私たちの仕事は、ドキュメンタリーにしても、

本にしても、制作したから、発表したから、出

版したから、では社会が変わるかといえばほと

んどの場合、何も変わらないんですね。だから、

さっき申しあげたような、正義のためにとか、

社会のためになどということを曲がりなりに

も信じてやっていたら、本当にどこかで挫折し

てしまうのだろうと思います。 

いま私がつたない言葉で言えるとすれば、社

会は変わらないかもしれないけれども、爪を立

てておく、とりあえずそこに自分の爪を立てて

おく。そこからまた何か変わることがあるかも

しれないし、変わらないかもしれない。10 年

後、20 年後に、私がいなくなった後に、別の

方が私の爪の跡をたどって発展させてくれる
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かもしれない。そういう絶望的な淡い望みを持

って日々取材をしています。 

死刑の話はそのぐらいにしておきます。あっ、

そうだ、これはちょっと自慢しておこうかなと

思います。社会が変わらないと申しましたが、

死刑の取材をしていて、一つだけ変わったこと

があります。死刑判決が下される際に、ここ最

近全く聞かなくなりましたが、「永山基準」と

いう言葉が、過去使われていました。殺人を犯

した動機であるとか、人数であるとか、殺害方

法の残虐性であるとか、9 つの条件があって、

この永山基準というものが、いわゆる「死刑の

基準」と呼ばれて、長く法廷でも使われ、多く

の新聞社でも大きな死刑事件があるたびに、こ

の永山基準を取り上げて、「永山基準とは」と

いうような解説を書いてきました。しかし、私

が取材した結果、この永山基準というのは、と

ても死刑の基準に使えるような代物ではない

ということがわかりまして、詳細は述べません

けれども、それを 2009 年に『死刑の基準』と

いう本にまとめ上げました。 

これは非常に多くの裁判官の方々にも読ん

でいただいて、法務省の顧問の先生方にもいろ

いろ感想をいただいたりしたんですけれども、

2012 年に最高裁の司法研究所がこんなレポー

トを出しました。「従来言われてきた永山基準

は死刑の基準ではない」と。以降、法廷で「永

山基準」という言葉は一度も使われていません。

新聞紙面からも全く消えました。 

その理由について読みますと、私が本に書い

たことそのままがきちんと出ていて、「自分の

取材したことがほんの少しではあるけれども、

少し届いたのかなあ」という実感がありました。

そのようなことを生きるよすがというか、取材

をするモチベーションに置きながらやってき

ました。 

いま私が取りくんでいる取材は、ざっと数え

て両手の指ではおさまりません。いろんな取材

を同時並行でやっていて、どれが先に、タケノ

コのようにニョコニョコと土から出てくるか

わからないのです。そんな中で、やらなきゃい

けないんだけれども、長く放置してきたテーマ

の１つが、実は今回の日本記者クラブ賞特別賞

をいただいた『原爆供養塔』でした。 

多くの方が本を読んでくださって、ありがと

うございます。 

広島の平和公園の片隅に、よくテレビで映る

埴輪型の慰霊碑だけではなくて、その奥のほう、

50ｍほど北西の隅に、地元の人が「土饅頭」と

よぶ小さな塚があります。土の塚です。お椀を

かぶせたような形です。 

その塚の中には何があるかといいますと、原

爆で亡くなった方々の遺骨が眠っています。な

ぜ遺骨がそこにあるのか。引き取り手がないか

らです。その数は、広島市の発表では 7万柱で

す。7万人分の遺骨が引き取り手もないまま眠

っています。平和公園に行かれても、この塚が

あることに気づくための目印はほとんどなく

て、多くの方が素通りしてしまいます。実は、

私の両親も広島なんですけれども、知りません

でした。うちの父も母も、本を読んで初めてみ

に行ったという程度の塚です。 

私はずうっとこの塚のことが広島時代から

気になっていたんですね。と申しますのは、毎

年 7月になると広島市が、1ｍ×80cm ぐらいの

大きな紙を張り出すのです。その紙には何が書

いてあるかといいますと、八百数十人の方のお

名前が書いてあるんです。いま申しあげた土饅

頭の 7万柱のうち、名前がわかっている方がこ

れだけいるんです。で、「皆さん報道してくだ

さい。遺族がいればご遺骨を引き取りに来てく

ださい」ということです。とても大変な事実な

んですけれども、広島にいた時代は、ほとんど

もう歳時記のような、アジサイが咲いたとか、

梅雨になったと似たような、歳時記のような扱

いで、「また今年もやっているね」と。大体フ

ラッシュニュースで 30～40 秒原稿を書くだけ

でした。 

私はずうっとこの紙のことが気になってい

まして、というのも、発表されるのは名前だけ

じゃないんです。ちょっと私の本で失礼ですけ

れども、簡単な名前だけではなくて、住所とか、

本籍とか、例えばこういう感じですね。「うえ

だとしおさん、東恵比須町、靖国酒店の伝票あ

り」、つまり亡くなったご遺体に、靖国酒店の
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伝票がついていた。それとか、「せだしなさん、

吉島羽衣町二丁目――これは現在もある地名

です。――中国製紙会社構内」とあります。中

国製紙の工場が当時ありまして、軍需産業の一

つですけれども、吉島羽衣町にあったので、お

そらくこれは遺体が安置された場所だろうと、

もしくは焼かれた場所だろうと思われます。 

それとか、こういうのもあるんですね。「た

かはしみつぐさん、大手町 3－12 社員（帝国

生命）」、会社の名前まで出ているんですね。 

816 人の方のお名前がこういう形で、いくら

かの付随する情報とともに張り出されていた。

不思議でたまらなかったんです。住んでいた住

所、地番までわかっている。勤めていた会社も

わかっている。中には本籍まで書いてある人が

ある。なぜ引き取り手がないのか。 

そう思いながらも、やっぱり記者時代、広島

テレビの社員時代は日々のニュースに追われ

て、そういったことをじっくり調べる時間を、

あえて自分でとることができませんでした。 

それで、さっき申しあげた十幾つ進んでいる

取材のうちに、そろそろこれをやらなければも

う手遅れになるなと、時間が迫っている、遺族

も亡くなってしまう。でも取材する前は、ある

意味、嫌で嫌でたまりませんでした。つらい取

材になることは目にみえているので。みんなが

みんな喜んで遺骨を引き取ってくれるわけで

はないでしょう。引き取っていないのだから、

引き取らない事情もあるのかもしれない。 

さっき、ファクトを集め、そして、それを積

み重ねることが仕事だと申しあげましたけれ

ども、私たち記者が向かう取材相手は、もう

99％が招かれざる客で、歓迎して「さあ、いら

っしゃい」と言ってくれる相手に行くことはま

ずありません。基本的に門前払い。門前払いで

なければ、それこそ塩が降ってくるようなこと

もある。それは幾度も経験していますけれども、

そういう取材に、しかも 70 年もたって、ご遺

骨が……というようなことをやるとどういう

ことになるかというのは、何となく目にみえて

感じられて、ずうっと逃げ回っていたんですけ

れども、もうこの 70 年を境にやらねば、いつ

までたってもできないだろうということで、こ

の遺骨探しを始めたというのがこの本のスタ

ートです。 

その中で、自分が思いもしなかったようない

ろんな事実が次から次へと明らかになって、本

当に自分でびっくりしながら取材を進めてい

くことになりました。大体、おもしろいドキュ

メンタリーとか、おもしろい本になるときとい

うのは、最初の想定が崩れていくんですね。大

体自分が思ったとおりのこと、そのとおりに進

んだ企画ほどつまらないものはない。しょせん

1 人の人間が自分の頭の中で組み立てる話で

すから、それしか実現できなければ本当につま

らない。 

テレビも本も一緒ですけれども、よく「どん

な取材も自分の身の丈以上のものはできない」

と、尊敬する先輩からいつも言われています。

身の丈を超えるものがみつからなければ、本当

に狭い世界で、私の堀川恵子という、大した経

験もない四十数歳の人間が書いたみみっちい

ものになってしまうのですが、本当におもしろ

い、進んでいく取材、転がっていく取材という

のは常に期待が裏切られ、思っていたことが

次々と違う展開になっていく。 

いま、こう言えば何か格好いいんですけれど

も、やっているときはものすごくつらいんです。

思っていたことが全然違うふうになり、どうな

っているんだ、私の取材はもしかしてそもそも

入り口から間違っていたのかという自問自答

が続いて、それは苦しいですよね、先がみえな

いし。だけど、この『原爆供養塔』も、結果と

して意外な事実がたくさんみつかった。 

そして、本を書くとき、今回は三百数十ペー

ジの本ですけれども、きょう、ここへ向かって

くるときに、どうも気が乗らないんですね、こ

の話をするのが。さっき申しあげた自分を語り

出したら記者はおしまいだ、という話だけでは

なくて、やっぱり本を書くときの、大げさに聞

こえると困るんですが、血を吐くようなしんど

い世界に戻りたくないというんでしょうか、そ

のときの精神状態がよみがえってきて、触れた

くないというか、それほどつらい取材でした。 
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特に書くという世界において、例えばテレビ

であれば、写真 1枚映せば、それで何となく皆

さん感じてもらえることはある。「わー、焼け

野原だ」と、もうナレーション要らないんです

よね、写真が強い場合には。そこに、時にはそ

れをかきたてるような音楽をつけたり、あえて

無音で流したり、ディレクターは何もナレーシ

ョンを書く必要がない。でも、本は書かなきゃ

いけないですよね。文字にしなきゃいけない、

一語一句。 

今回この本を書くときに一番苦労したのが、

やっぱり被災した現場、8 月 6 日 8 時 15 分に

原爆が投下されて、そこから 2日間のつぶさな

様子が、ここには、佐伯敏子さんという主人公

を通して描かれるんですけれども、「書けば書

くほどうそになる」という、こういう執筆体験

をしたのは今回が初めてでした。所詮われわれ

に、あの日の、あの惨劇を想像することという

のはできるはずがないんですよね。 

例えば、私たちは夏に 35℃を超えれば「暑

い」と言う。でも、あの日何度になったか、爆

心地は 3,000℃から 4,000℃と言われています。

3,000℃から 4,000℃の熱をどういう言葉が表

現すればいいのか。「悲惨」という言葉を使い

ますけれども、では、その「悲惨」というのは、

私が四十数年生きてきた悲惨と、3,000℃から

4,000℃の熱と放射線に焼かれる悲惨と、それ

は違うはずである。だから、安易に形容詞が使

えない。形容詞を使わないということをまず自

分に課して、書けないものを、でも書かなきゃ

いけない。 

井伏鱒次さんが『黒い雨』という小説をお書

きになっていますけれども、猪瀬直樹さんの

『ピカレスク 太宰治伝』でも随分批判されて

いました。あれは被爆者の日記の丸写しではな

いかという批判が長くありますが、私には井伏

さんの気持ちがよくわかる。あれは小説でつく

れる、言葉をつくれる現実ではなかったんだろ

う。だからこそ被爆者の方が残した言葉、方法

をそのまま使った。これは井伏さん自身がおっ

しゃっていることです。 

で、ふとそのことに思い至り、では、私は自

分の言葉をどうやって得たらいいのか。これは

とても難しいのですが、被爆者の証言を、では

どこまで信用するのか、という問題も起きてく

るんですね。非常に言葉が乱暴で使いたくない

のですが、人間というのは昨日、一昨日のこと

も適当にごまかしちゃったりとか、ごまかす意

図はなくても間違えてしまう、思い違いという

のはたくさんあります。勘違いもたくさんある。

そういう中で、70 年前の記憶を一人の被爆者

だけに頼って書いていいのか、と思いました。

いや、そうではない、一人の被爆者を主人公に

するのであれば、それを徹底的に信じて書け、

という考え方もあるかもしれませんが、やっぱ

り、私が今まで記者生活を重ねてきて、それは

非常に危険であると判断しました。 

そこで、司法取材のときにやった手法が役に

立った。と申しますのは、死刑の取材をしてい

るときに、まず起訴状を読みますね。それから、

手に入れば自白をしたときの、その調書も読む、

関係者の証言も全部読むんですが、それを全部

頭にたたき込んで、まとめて、実際に事件のと

きに犯人がたどった行動の足跡を、私は、本に

はそんなことは書きませんけれども、必ず歩き

ます。昭和 40 年の事件であれば、そのときの

時刻表を手に持って、ここからここまで行って、

じゃ何分の電車に乗ったはずだとか、そういう

ことをやっていると、多少なりともわかってく

ることがある。風景は変わっていますけれども。 

その手法を今回、この原爆の 8月 6日を書く

に当たって使ってみようと思いまして、主人公

の佐伯敏子さんが歩かれた距離、8月 6日だけ

で大体 25～26km でした。まず地図に落として、

どこからどこを歩いたと証言どおりに書いて

みる。幸い、広島に関する蓄積が自分の中にあ

ったので、言葉は悪いんですけれども、信用で

きる本、信用できる証言というのは、大体過去

の取材で頭に入っています。それから、これは

私がほとんど趣味でやっていることですが、新

たな証言が出るたびに、私は全て自分で文字起

こしをしてパソコンにおさめています。自分の

手で打ち直した千人超えるデータが入ってい

て、例えば 8 月 6日午前 9 時にしましょうか。

午前 9時の新川場町と打ち込めば、それに関す

る証言がザーッと集まってきます。プラス、自
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分のパソコンには入っていないさまざまな本

であるとか、私がバイブルとして使っている

『原爆戦災誌』、分厚い 5 巻ほどの本ですが、

これももうよれよれになるほど読み込んでい

て、どこに何があるかは大体わかっている。そ

ういうことをしながら、佐伯敏子さんという主

人公の方が歩かれたとおりの時系列にそって

全ての証言をそこに張っていくわけです。 

そうすると、符合する部分と符合しない部分

が出てくるし、いろいろ問題が起きてくるんで

すが、1カ月ぐらいかかりましたけれども、そ

れをやる中で、70 年後に、原爆も知らない人

間ではあるのですが、言葉を選ばなきゃいけな

いんですが、何となく近づけるというんでしょ

うか、ああ、確かにこのとき、この町はこれだ

けの風が吹いていて、火災旋風、いまで言う火

の嵐ですね、火災旋風が起きていることはどう

も間違いないと。ほかの証言者も、ちょっと時

間は違うけれども、ほぼしゃべっているという

ようなことの確認がとれる。 

ファクトの積み重ねと申しましたが、そのフ

ァクトというのは常に自分が開拓するもので

はなくて、正直言うと、自分が得ているファク

トの 9 割以上はすでに公になったものばかり

です。95％といってもいいかもしれません。新

たに発見できる本当に手つかずのブランドニ

ューの、本当に誰も知らない情報なんて、めっ

たに手に入るものではありません。今あるもの

を見過ごしていたり、分析の仕方を間違えてい

たり、あることを知らなかったり、ということ

がもうほとんどなんですね。 

それで、佐伯敏子さんの 8月 6日を自分なり

に検証しました。それで、本当にこれは難しか

ったですが、言葉に置きかえるという作業をや

りました。どれだけ伝わったかどうかはわかり

ませんけれども、自分としては、いまできる最

善を尽くしたつもりです。 

いま広島の話をいっぱい話してきましたけ

れども、本当に 8月 6日、遺骨となった方々が

どんな方々だったかということはある程度わ

かってきて、結論としては申しあげれば、原爆

の放射線に焼かれたのは広島の人間ばかりで

はないということでした。 

当時、広島は、明治 4年の御親兵から始まる

陸軍の非常に重要な拠点として鎮台が置かれ、

日清戦争には、国会もやってきて、帝国会議も

開かれ、臨時首都になった。日露戦争では重要

な兵站基地になった。そういう歩みをもつ広島

ですから、昭和 20 年 8 月 6 日には、これから

本土決戦を迎えるための第 2 総軍も置かれて

いる。そうなると、さまざまな人間が、民間の

人間も、軍の人間も全国各地から引っ張られて

きていて、遺骨となった方々の中には、沖縄か

ら召集された兵隊さんもいましたし、広島の県

北部から駆り出されたり動員された方もいま

した。それから、和歌山からやってきた従軍看

護婦さん――実はこれはなかなかここで一言

では言えないドラマがあるんですが――和歌

山から広島を経て南方へ渡った従軍看護婦さ

んという存在にも行き当たりましたし、本当に

日本の当時の陸・海軍の縮図が、あの 8 月 6

日 8 時 15 分の広島にあったということに改め

て思い至りました。 

そして、8月 6日の瞬間だけではなくて、さ

っき申しあげたような明治から始まる広島の

町の性格、そして 15 年戦争の中における歴史

の文脈の中での広島、その広島は、片仮名の「ヒ

ロシマ」ではなくて難しい漢字の「軍都廣島」

です。この「軍都廣島」をどう捉えるか。 

おそらく私が 30 歳でこの本を書いていたら、

そこまで思いは多分至らなかったと思います。

広島の犠牲がこんなに大変だった、だけで終わ

ったと思うのですけれども、やっぱりこれだけ

時間がたち、さまざまなことを失敗しながら経

験する中で、そして広島から離れ、東京から広

島に通うことで、少し引いてみることができた

ことも一つの収穫でありました。 

こういうところで講演すると、自慢話みたい

になっちゃって、本当に嫌なんですけれども、

一つ申しあげますと、この本は決して完結した

わけではありません。結論から申しあげれば、

816 柱眠っているお名前のわかっている方の

うち、名簿からお名前が消えたのはたった一人

です。何年も取材をして歩いて。そして、残る

数家族の、数遺族の方が実際にご遺骨を引き取

るかどうか、いまも悩んでおられて、数日前に
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も相談の電話がありました。 

それから、本にしたことによって、いままで

広島市史にも載っていない、原爆戦災史にも載

っていない新しい事実がいくらかわかってき

ています。これはまだ誰にも言っていないので、

まだ秘密なんですが、これは大切な広島の記憶

として、いつか、どこかで続編を書きたいと思

っています。 

本当に取材に終わりはなくて、「ああ、これ

で一つ終わった」という経験はいまだにしたこ

とがありません。そういう時が来たら、本当に

取材者として終わりなんだろうなと思います。

フリーの立場はいろいろ難しい問題もありま

すし、逆に身軽になったメリットもあります。

とにかく取材を続けてまいりたいと思います。 

今日はどうもありがとうございました。 

（拍手） 

司会 堀川さん、どうもありがとうございま

した。 

私ども年間 200 ほど記者会見をやっていま

すので、ある意味で会見ズレしていますが、今

日のお二人のお話しには心が揺さぶられまし

た。それでは質疑応答に移りたいと思います。 

質問 すばらしい講演、ありがとうございま

した。 

私は三鷹市で図書館に勤めています。尾崎さ

んの講演を聞いて、石井桃子さんに借金があっ

てよかったなと思いました。おかげで「岩波の

子どもの本」で幸せな子ども時代を過ごせまし

た。 

御二方に質問ですが、何を軸にして、膨大な

資料の中から一つの作品にまとめられたのか、

その指針のようなものをお聞かせいただきた

いと思います。 

尾崎 これは本当に難しい問題ですね。私の

本はおよそ原稿用紙にすると 1,000 枚ほどで

すが、最初は 1,400 枚ぐらい書きました。考え

ようによっては、本にする段階で大事なことが

省かれているかもしれません。80 年代末の『ち

びくろサンボ』と『シナの五人きょうだい』の

話も、ものすごく調べましたけれども、あまり

書いてないですね。多分、1ページもないぐら

いです。 

それから単行本は、新聞と違って、確実に裏

づけがあり、何年も何十年も揺らがないという

ことを押さえながら書きます。ですから、不明

確なものはどんどん削っていく。ただ、その不

明確なところにも大事なものは潜んでいるわ

けです。それで続編とか、こういった事実をも

とにしたような仕事というのはいつまでたっ

ても終わった気にならないですね。 

だから、どこを軸と言われると、やっぱり裏

づけということなんでしょうか。その判断が正

しかったのかどうかも、ちょっとまだわかりま

せん。 

堀川 取材をしておりますと、やっぱり資料

を読むという時間が、特に戦争、原爆について

は多いんですね。 

私が常に取材のときに自分に課しているこ

とは、それに関する資料は全て読む、全て目を

通す、何カ月かかろうとも、国会図書館にこも

って、キーワードで当たるものは全体読んでい

く、何百件あろうと読む、ということはやって

います。その中からどう拾うかということです

が、とにかく資料を読み込むときというのは、

感情を入れないようにするんです。機械的にや

らないと、もう、くらくらして続けられなくな

っちゃうので。自分を機械のようにしてひたす

ら読んでいくと、やっぱり自分の胸にドキッと

来るものとか、ウワッと思うものは出てくるん

ですよね。そういうインスピレーションみたい

なものを大事に組み立てるようにしています。 

質問 堀川さんにお伺いします。ファクトの

95％はすでに出ているものだということをお

っしゃったのが非常に印象的でした。実際の取

材現場ではどういうこととして体験されてい

るのかというのを伺ってみたいです。 

堀川 例えば原爆の場合ですと、70 年たっ

ていますよね。自分がみつけて、わあ、すごい、

みつけた、スクープだと思うんですが、そのほ

とんどは、昭和 30 年代後半から始まる報道の

嵐の中に、どこかに必ず出ている。だから、自

分が「やったあ」と思って、その後に失望が訪
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れるという……。だから、本当に手垢のついて

いない資料というのはもうほとんどない、とい

うのは、やりながらの実感です。 

質問 本を書かれるときに読者をどれぐら

い意識されるのでしょうか。 

堀川 テレビの場合は、ものすごく視聴者を

意識します。やっぱり 1分ごとに視聴率が出る

ので、どこで落ちたかというのがわかるんです

ね。視聴率は悪の権化みたいに言われますが、

実はすごく大切なもので、やはりみている人が

おもしろいと思ってくれるときは上るんです

よ。このシーン失敗したなと思うと、下がっち

ゃう。これは如実にあらわれる。だから、構成

もインタビューの言葉の切り方もすごく気を

つけるようにします。 

逆に本のときは、私はもう解放されて、自分

が記録として残したいこと一点に判断基準を

置いています。たとえ読者がついてきてくれな

くても、今はだめでも 10 年後に読んでもらえ

るかもしれないというところに希望を託して、

本を書くときは、自分が伝えたいこと、伝える

べきだと思うことのみを主眼に置いて書いて

います。 

尾崎 私は、この本を書こうと思い立った一

つの理由として、どうして私の同世代の作家が

こんなに多いんだろう、との疑問、しかも、そ

の作家たちが愛読するのが石井桃子さんのつ

くった本、翻訳された本を挙げる人が非常に多

かったので、まずは、同じ世代の人たちに向け

て、石井さんの恩恵を受けた人たちに向けて書

きたい。それと、昭和の厳しい時代を知ってい

る自分より年長の人たちにも届くように書き

たい、ということはとても意識しました。 

ですから、いま、若い人にどれぐらい届いて

いるかというのが、逆にちょっと心配ですね。 

質問 尾崎さんに質問です。先ほど村岡花子

とのことがちょっと出ましたけれども、二人と

も子どものための家庭文庫をつくったり、共通

点もあるかと思うんですが、共通点、相違点、

をもう少し教えていただけますか。 

尾崎 村岡花子さんをモデルにしたＮＨＫ

の朝の連続テレビ小説、あの原作を書いたお孫

さんにも取材しましたし、石井さんが村岡さん

に出していらしたお手紙なども見せていただ

いたりしました。 

村岡花子さんというのは、家族への愛という

ものがとても仕事のモチベーションになった

人ですし、あと、お子さんを亡くされたという

ことも、家庭文庫を開かれたときの大きな動機

になっていたと思います。 

石井さんというのは、そういうところからち

ょっと離れた方ですね。自分自身が子どもの気

持ちをずっと持っていらした方なので、自分自

身も子どもの気持ちで楽しめる。そういう違い

ではないかというふうに思います。 

質問 『ひみつの王国』というタイトルを、

尾崎さんがおつけになった理由はなんですか。 

尾崎 本の中でもちょっとは触れているの

かもしれませんが、いま思い浮かぶのは、石井

さんについて、私はやっぱり、よくわからなか

ったというところも非常にあるんです。石井さ

んは、一番自分の大事なことというのはつまび

らかにされなかったし、秘密のまま抱えて逝か

れた方だと思っています。 

その王国一つ一つが、石井さんの王国が実は

本当にここにあったんだなということぐらい

しかわからないんですけれども。例えば、さっ

き言いましたウィラ・キャザーをあれだけ熟読

して、東大の西川正身教授なんかとも非常に長

い間勉強会を開いて、日本で一番の読者だった

はずなのに、自分では翻訳されなかったんです

よね。つまり、一番大事なものはとっておく。 

私は、石井さんが、唯一結婚を考えたお相手

のこともちょっと書いてしまいました。石井さ

んはとってもそれはお嫌だったでしょうし、事

実の経緯というのは全く裏づけもできないし、

わからなかったので、やっぱりあれは秘密のま

まだと思うんですね。 

そういう意味で、これはノンフィクションで

はないんですね。やっぱり評論に近いところも

ありますし、取材を重ねて、人のお話を聞いて、

でもわからなかったという本で、でも、解釈は

多様にできるというところが文学でもあり、そ

ういうおもしろさというのを、一つ言葉を選ぶ
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としたら、「ひみつの王国」という言葉に込め

たようなところはあります。 

司会 では、私から堀川さんに、最近のオバ

マ大統領の広島訪問に関するマスコミ報道に

ついてのご感想を伺いたいのですが。 

堀川 ふだんは広島に見向きもされない

方々が熱い議論を交わしているのをテレビや

新聞でみながら、複雑な思いを抱きました。 

この間のキーワードの一つはアメリカが謝

罪すべきかどうか、ということだったと思うん

ですが、メディアの論調としては、さまざまな

切り分けるべき事実がごっちゃになっていた

気がしました。いまのメディアの傾向として、

イエス・オア・ノーというか、「謝罪すべきか、

しないべきか」というところで二者択一を迫る

ような論調が目立ったのはとても残念でした。 

私が謝罪について思いますのは、やっぱり一

つは、これはこの間の受賞式でもちょっと申し

あげましたけれども、国家間における、最終的

には歴史の意味に還元される謝罪のあり方、そ

れはひいては核兵器の問題にはつながります

し、そしてもう一方は、被害者と加害者という

当事者間における謝罪のあり方、これをどこか

ら論じるかによって全く答えも展開の仕方も

変わってしまうと思うのです。そこが非常にな

いまぜにされて、何だかこう、謝るのか、謝ら

ないのかというところだけにフォーカスが当

たったことはとても残念に思いました。 

質問 『原爆供養塔』を書かれたお立場から、

オバマさんに言いたいことなり、思いが強いの

ではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

もう一点は、記者のあり方について非常に強

いメッセージをいただきました。私も昔記者を

していました。こういう方が上司におられたら

いい記者がどんどん育つなあというふうに思

いました。若い記者や記者志望の若い人たちに

向けてメッセージをいただけないでしょうか。

記者をやるうえでの一番大事なことは何だと

お考えでしょうか。 

堀川 どっちも難しい……。 

最初のオバマさんについてですが、私は広島

の平和公園は「広島の墓」だと思っています。

あそこには、昔、5つの町がありました。いま

は公園になり、コンクリートで固められていま

すけれども、埴輪の慰霊碑があるところには映

画館がありましたし、その北にあるカフェでは、

本当においしいうどんを出して、オムライスも

おいしかった。電機屋もあったし、たくさん商

店街があって、川には広島の上流から木材を運

んでくるにぎやかな河岸があって、そこでまた

今度は広島の肥だめを積んで帰るというよう

な人々の営みがあった。そういう場所なんです

ね。 

ですから、広島の平和公園を、ただの公園だ

と思われたくない、そしてそれをわかったうえ

であそこに立ってほしい、という気持ちはオバ

マさんがお越しになる前から感じていました。

そして、できれば、何も語らずに去ってほしか

った、というのが私個人の願いです。 

なぜならば、多くを語れば語るほど、さまざ

まなところへの配慮が働き、そして大切なこと

が紛れてしまうのではないかという危惧を持

っていました。そのとおりになったと思ってい

ます。もちろん歴史的な意味で、オバマさんが

来たことは大きな意味があると思っています

けれども。 

そして、もう一点つけ加えるとすれば、やっ

ぱり核兵器の問題、まるでオバマさんが来たこ

とによって核軍縮が進むかのような、非常に前

向きな評価もありましたけれども、いざ現実に

目を向けてみると、アメリカは 2兆円というと

んでもないお金をつぎこんで核開発の近代化

をがんがん進めているんです。もちろん核の削

減もやっているけれども、それは古くなって使

えない、手に余る老朽化した核を処理するだけ

であって、彼らの頭の中には核廃絶などという

ことは全くない。 

そういう現実を取材して知る人間から、やは

りオバマさんの言葉を、非常に長い演説を聞く

と、一条の希望を感じた一方で、複雑なものが

あったというのが現実のところです。 

それから、若い人にメッセージというのは、

ものすごく難しいんですけれども、取材ではい

ろんなつらいことがあって、耐えられないこと
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も、ここではとても話せないようなことに取材

者として直面しますけれども、それでもまだ続

けているというのは、この仕事が最高におもし

ろい、最高にやりがいのある、生きがいと重な

るほどのものであるということだけは言える

と思います。 

若い人へのメッセージとしては、さっき申し

あげた言葉をもう一回繰り返すとすれば、一つ

一つの自分の置かれた場所、時期、それから担

当、いろんなところできちんとピリオドを打て

る取材者であってほしいなあと思っています。 

質問 堀川さんに質問です。きょう配られた

会報で、「いまのテレビの現場で頑張っている

人たちの活躍の場が狭くなっていて悔しい」と

の堀川さんのコメントが引用されていました

が、そこを詳しく教えていただきたい。 

堀川 私、実はあの会報の記事の中で、あの

コメントが一番ビビッと来たんですけれども、

それをいま質問されて、いや、参っちゃったな

と思っています。 

テレビが厳しいというのは、本当にこれは現

実問題として、放送局に入社して 24 年、記者

をやってきていますけれども、これほどテレビ

が惨敗している季節はみたことがない、という

ふうに感じています。 

ちょっと宣伝になるけれども、いま発売して

いる「週刊現代」の「リレー読書日記」で少し

触れていますので、ぜひお目通しください。 

例えば、安保法案の問題にしても、各社の報

道のあり方をみても、何というんでしょうねえ、

いまテレビの中ではやっているのが、賛成論、

反対論を安易に並べる、どこからも文句を言わ

れないようにするということにのみ主眼が置

かれていて、防御一辺倒になっているなと。 

本当にやりたいことをやるのはやめる間際

にしかできないというのは、この間、ギャラク

シー大賞を取ったテレビ朝日の「報道ステーシ

ョン」で古舘さんがやった憲法企画でも明らか

な現実だと思います。政権与党からのメディア、

特にテレビに対する―言葉を選ばなきゃいけ

ないんですが――「工作」と言っていいのか、

「圧力」とも違う、とにかくやっぱり工作、周

囲を外堀を埋めていくということが非常に上

手になされている。そして、いま起きているこ

とは決して政権与党、政権から何か圧力をかけ

られて、「ああ、できませんでした」ではなく

て、テレビにいる人間たちが内側で自主規制を

していることは間違いないと思っています。あ

とで文句がつけられないように、官房長官から

電話が入ってこないように、やっぱり内側にい

る人たちが自分たちにブレーキをかけている。

多くは申しませんけれども、いろんなニュース

のあり方をみて、とても痛ましく、悔しく感じ

ているところです。 

もう一言つけ加えれば、『原爆供養塔』も、

本当はテレビのドキュメンタリーの企画で実

現させるつもりでもあったんですけれども、や

っぱり「戦争、広島、もういいよ」という、何

というんでしょうか、非常に厚い壁が、5年前

ではなかったと思うんですけれども、原爆を問

うことは国家を問うことにつながるという危

機感もあるんだと思うんですが、通りにくかっ

た、通らなかったというような現状もありまし

た。まあ、これは私の個人の印象です。 

それから、ノンフィクションですが、新参者

なので、ノンフィクション界がいまどうなのか

という具体的なものを申しあげる材料は持ち

合わせていません。まあ売れないというのは言

われていますよね。ただ、私の今回の担当編集

者が言うには、昔から売れていませんよ、と。

本当に読んでいる層はそんなに変わっていな

いんじゃないかということを言われたことが

ありました。 

私にとってのノンフィクションということ

で語れば、やっぱりテレビで実現できないこと、

テレビという一つの放送枠に企画を通すこと

ができないテーマを、形にできる場所をみつけ

たという、本当にいい場所をみつけたぞ、とい

うのがいまの私のノンフィクションに対する

位置づけです。 

司会 ありがとうございました。 

最後に、二人に控室で揮毫をしていただきま

したので、皆さんにご紹介したいと思います。 

まず尾崎さんから。「どうしたら平和のほう
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へ向かっていけるのだろうと。人間がしている

命がけの仕事が「文化」なのだと思います。―

石井桃子さん、100 歳を前にした言葉」という

ことを尾崎さんは書かれております。 

堀川さんは、「この道しかない」という一語

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ということで、記念講演会、そろそろおしま

いの時刻が近づきました。最後にお二人に盛大

な拍手でお送りください。ありがとうございま

した。（拍手） 

（了） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


