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新井明理事長 ただいまから日本記者クラブ

第 28 回総会の記念講演といたしまして、井上

ひさしさんのお話をうかがうことにいたしま

す。井上さんは昭和９年11月17日生まれで、

山形県のご出身です。小説家、劇作家として

つとに有名でございます。失礼かと思います

が、３歳でお父さんと死別され、お母さんと

東北各地を移住され、中学生の時にカトリッ

ク系孤児院に入られました。そこで「西洋」

と「宗教」に出合われるわけです。 

上智大学在学中、ほぼ１年間、アルバイト

で浅草のフランス座の文芸係兼進行係をつと

め、作品「日本人のへそ」の構想を得られた

やにうかがっております。地口、駄洒落、ゴ

ロ合わせなどたくみな言語表現を用いた作品

は、戯作の形を借りた「日本人論」「日本文化

論」「戦後知識人批判」としても読まれている

ようです。 

放送作家時代の代表作としては「ひょっこ

りひょうたん島」があり、46 年に第 67 回直

木賞を「手鎖心中」で受賞されています。 

 

井上ひさし氏 「新聞文章、放送ことば、日

本語」と、３つ並べて演題をいただいたわけ

ですけれども、どれも大きな問題で、ぼくの

手に余ります。おそらくそのうちの「新聞文

章」だけで話は終わってしまう。中身はあま

りたいしたことのない話ですが、一生懸命考

えたことを申しあげますので、浪曲師みたい

ですけれど、時間くるまでご辛抱ください。 

みんな新聞が好きでした 

新聞を読んで、もう 45 年くらいになると

思います。ぼく、こんど誕生日がきますと、

52 歳ですから。小学校１年の時には、もう新

聞を読み始めておりました。おふくろがまた

新聞好きなものですから、山形県の田舎のほ

うですが、その町ではたった１軒だけ、朝、

毎、読と３紙をとっておりました。大体１日

遅れできますけれども、ぼくは、小学校の頃

から３紙を読みました。分からないところだ

らけでしたけれども。父親の実家、おじいさ

んは福沢諭吉を尊敬していて、実際には同時

代ではありませんが、田舎の小地主の青年は

福沢諭吉の大ファンですから、時事新報をと

っておりました。時事新報を読みたいために、

歩いて 15 分くらいかかるおじいさんの家に

通ったという記憶もあります。それくらい、

ぼくだけではなくて、みんな新聞が好きでし

た。 

朝日の連載漫画「フクちゃん」を切り抜い

て貼ったりしました。当時、雑誌はあまり田

舎には入ってきませんし、だんだん戦争が激

しくなりますと、その雑誌も薄くなり、ひど

い時には「少年倶楽部」のように新聞紙みた

いな雑誌がきました。新聞にはルビがたくさ

ん付いていまして、小学生で――当時は国民

学校ですけれども――よく漢字の勉強もして

いないんですが、声を出して読みますと、ど

んな漢字も読めました。つまり、ここで日本

語の非常に基本的な性格に、ぼくは、知らな

いでぶつかっていたわけです。 

ご存じのように、日本語といいますのは、

音の種類、専門語で言うと音素（おんそ）と

いうらしいのですが、音素が非常に少ない言

葉です。アイウエオから始まって大体 48 か

49 ありまして、あと拗音、シャ、シュとか、

はねる音とか、全部たしても大体 140 前後の

音素です。辞書の扉に付いていますのをずっ

と調べると分かりますが、あそこに書いてあ

る音だけで、日本語はできているわけです。

非常に音の種類が少ない言葉です。日本語よ

り少ない言葉がたった１つあって、それはハ

ワイ語だというふうに学者の方はおっしゃい

ます。ハワイ語は 80 くらいの音しかないそう

です。その次に少ないのは日本語で、140 く

らいの音でできています。 

じゃ、ほかの言葉はどうかと申しますと、

北京漢語が 400 の音でできているそうです。

フランス語が 3,000 とか聞きました。英語は

まだ数えた人がいないそうですが、大体

3,500 から 4,000 近くの音素があるのではな

いかといわれています。ｄog――いま、なん

か気取って発音しましたけど――これも１つ

の音なんですね。ですから、向こうの子ども

は音を聞いて、その音の単位を小さい時に全

部覚えるわけにはいきません。 

ところが日本語の場合は、140 くらいの音

ですから、お母さんが子どもを抱いて「パ 

パ」とか、「ゴ ハ ン」とか、桜でも咲いて

いれば「サ ク ラ」とかいうふうに区切っ

て教えますけれど、あれはもうすでに日本語

の音素を単位として教えているわけです。「ゴ 

ハ ン」というふうに切ってお母さんが教え
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ますけれど、「ご飯」という１つの言葉は「ゴ 

ハ ン」という３つの音でできている。「ゴ」

を分解することはできないんですね。「ハ」も

分解できません。ローマ字で書きますと、さ

らに分解は可能ですけれども、日本語の音と

して「ご飯」という音を最小限まで切り刻ん

でいきますと「ゴ ハ ン」という３つの音

になってしまう。 

ルビの廃止は残念です 

お母さん方が赤ちゃんを抱いて「ウ マ 

ウ マ」とか、いろいろ日常の「オ チャ ワ 

ン」とか教えていますけれども、これは全部

日本語を音の単位に戻して教えているわけで

す。140 くらいしかありませんから、小学校

に上がる頃までには、日本語の音の種類を全

部子どもは身につけています。それ以外の音

は日本語に出てこないわけです。 

音の種類が少なくて全部覚えてしまって

いますから、ルビがふってありますと、その

漢字は読める。難しいことは分かりませんけ

れども、声を出して読んでいきますと、何と

なく分かる。ルビの問題は大変大きな問題で

す。これを新聞が廃止してしまったというの

は、非常に残念だなというふうに、ぼくは個

人的には思っています。 

昭和 11 年頃に、岸田国士さんとか山本有

三さんとかが、ルビで日本人は目を悪くして

いるのだとか、これから戦争を始めて優秀な

航空士が必要な時代になってくるのに、航空

士になるべき青少年がルビを読んで目を悪く

するといかんとか、夜中鉄砲を撃つ時も目が

悪いと困るとか、まあ歴史の高みから過去を

裁くのはいけませんけれど、いまから考えま

すと、ヘンな理由でルビが廃止されていきま

した。新聞社もあれで随分手がすいたんじゃ

ないかなとも思いますが、そういう運動が起

こって、ルビがだんだんなくなる新聞もあり

ました。でも朝日新聞とか、そういう大きな

新聞は戦後もちゃんとルビが付いていたんで

す。 

「吉里吉里人」という小説を書きましたけ

れど、これには徹底的にルビを使ってみまし

た。ですから、小学生でも読めます。もちろ

ん、意味はともかくとして、あれはアホな小

説ですから、アホなところだけはちゃんと小

学生も理解してくれていまして……。 

新聞を非常に小さい頃から読めたという

のは、ルビのおかげであった。それは日本語

の音の成り立ちと非常に密接な関係があった

と、いまになると考えることができます。 

学級新聞、次に切り抜き新聞を 

戦争が終わりまして……。「終わりまして」

というのが大嫌いで、「戦争に負けまして」、

それから民主主義といいますか、そういうの

がドッと入ってきまして、ぼくらもちょっと

びっくりしました。 

自分で標語を書くのが好きな校長先生が

いまして、30 くらいある教室の黒板の右脇に、

何月何日、何曜日、当番は誰とかと書いてあ

りますが、そこに各教室それぞれに違う気に

入った戦争標語を書くんです。そういう趣味

人の校長先生がいらっしゃいまして、昭和 20

年７月の夏休みに入る前の終業式の時に、ぼ

くらが読んだのはたしか「一億一心」とかな

にか、そういう感じのものだったのですけれ

ども、９月１日に始業式で学校に行くと、「平

和日本建設」とか書いてあって（笑い）、ヘン

だなァ、と思ったことがありました。 

それから、アメリカの指導かなにか知りま

せんけれど、学級新聞をつくるのがはやり出

しまして、ぼくも学級新聞を一生懸命つくり

ました。日刊です。毎日張り替えるわけです。

鞍馬天狗がぼくらの田舎の町へ隠れてやって

くるとかいう、くだらない連載小説を書いた

り、前の日の学級で起こったことを書いたり、

社説みたいなものを書いたり、１人でいろん

なことをして、毎日、教室の後ろへ張り出し

ていたわけですね。「お前、そういうことばか

りやっていないで、もうちょっと勉強なさい」

というふうに先生に注意されまして、大好き

だったのですが、やめまして、今度は切り抜

き新聞というのを週１回、教室の後ろに張り

出したわけです。 

東京からくる大新聞や、地元の山形新聞そ

して米沢の小さな新聞から、ちょうどぼくら

の町に柳家金語楼さんが疎開していましたの

で、金語楼さんが疎開から引き揚げたとか、

斎藤茂吉さんが東京へ帰ったとか、そういう

いろいろ面白そうな記事を切り抜きまして、

それを貼って教室の後ろに張り出す。これは

非常にウケましたですね。 
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いま考えますと、「新聞月報」という雑誌

がありますけれど、あれの田舎版みたいなも

のをつくって、山形県の何とかかんとか賞み

たいな、偉そうな人がいっぱい挨拶して、こ

れは授賞式じゃないんじゃないかと思ってい

ると、最後にようやく鉛筆１ダースを貰うな

んていう、たいした賞じゃないんですけれど

も、そういうのを貰ったりなんかして、ます

ます新聞が好きになりました。 

高校で新聞部に入る 

仙台の高校に入って、新聞部に入ったんで

す。２年生が新聞づくりの実権を持っていま

して、３年になりますと、受験勉強のために

やめていく。いまも同じだと思いますけれど

も、そういうところで新聞記者のまね事なん

かをしました。デスクに悪いのがいて非常に

苦労しました。 

菅原文太という人が、お父さんが新聞記者

なものですから、やはり新聞好きで、お父さ

んのまねばっかりするんですね。原稿を破く

とか（笑い）、書いてきた記事を直すとか、な

んかカッコつけて、当時、赤インクがあった

にもかかわらず、わざわざ朱筆で、直さなく

ていいところを直したりする。 

ぼくのいたのは一高で、仙台二高という競

争校がありまして、そことの野球の定期戦の

観戦記などを書くわけです。スコアとか、打

者の打数、ヒット数、エラーとか、３つくら

いずつ書くんですが、菅原文太さんはわが方

が負けているのに、勝手に直しちゃって、勝

ったことにしちゃうんです、どうも、誰かか

らうどんをおごられたとか、そば屋の２階で

酒をこっそり野球部のキャプテンと飲んだと

か、いろいろそういうことがあって、その新

聞だけを見ると、わが仙台一高が、仙台二高

に逆転して勝ったというふうになっていて、

ちょっと騒ぎになりましたけれど……。そし

て、次の週の新聞で「先週の新聞に見苦しい

誤植がありましておわびします」（笑い）。 

まあ、そういう新聞をつくっていたのです

が、当時、全国の新聞コンクールで２年連続

して第１位ですから、当時の高校の新聞では

一番素晴らしい新聞だったのですけれども、

その内容は野球のスコアをごまかしたり、そ

ういういい加減な新聞だったのです。しかし、

そこでますます新聞が好きになったのですね。 

上智大学に入ろうと思ったのも、あそこの

新聞科に入りたかったからですけれども、ぼ

くの場合は、カトリック関係で金を出してく

れるから、大学へ行けということになりまし

ても、そういう学生は大体神学科とかドイツ

哲学科とか、あまり人が集まらないところへ

行かなきゃいけません。ぼくは、ドイツ哲学

科へ泣く泣く入りましたが、それでも、新聞

をやろうと思っていたんです。 

ですから、ずーっと新聞とは一体となって

生きてきたような気がします。 

戦争中を思いますと、新聞紙というのは、

いかに貴重であったか。ぼくの記憶ですと、

まず弁当箱を包むのも新聞ですし、新聞は１

か月くらいとっておくのですけれども、きれ

いに折りたたんで、Ｂ５判かなにか知りませ

んが、それくらいの大きさに包丁でキチッと

切りまして、トイレに……・（笑い）。昔の生

活は優雅だったと思いますけれども、箱みた

いな、藤で編んだ入れものが隅にありまして、

そこへきれいに切った新聞紙を置いておいて、

それをおとし紙にする。記者の方々が必死に

なって書いた社説かなんか、「断固がんばるべ

し」みたいなところで、お尻をふいていたわ

けですから、本当に申しわけないと、いまに

なって思います。（笑い） 

戦時中にも光っていた記者の目 

新聞批判の１つに、新聞は戦争中、ウソば

っかりを書いていたじゃないか。軍部とか大

本営とか、そういうところの発表をう呑みに

して、ウソばかり書いていたというのが、あ

る人びとの新聞批判で、いまも相当それが強

いと思います。 

いま、当時のことを連載で長々と書いてい

る小説が１つありまして、そのために、昭和

11 年頃から昭和 25 年頃までの新聞を全部集

めて、特に戦争中の新聞は一生懸命読んでい

ますけれども、目をちょっと光らせますと、

決してそうではないんです。 

一面は、これを書かないと新聞発行停止み

たいなことになるので、とにかく建前だけを

書いているので、全然ダメです。でも、二面

をひっくり返しますと、朝日新聞で言います

と、「鉄箒」、鉄の箒で何を掃くのかよく知り

ませんけど、禅宗のほうから出た言葉だと思
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いますが、いまの「声」欄です。そこに出て

くる投書を選ぶ記者の感覚はきちっとしてい

て、正しいことをちゃんと伝えております。

昭和 20 年の４月、５月頃の朝日でも、読売で

も何でもいいんですが、ジィーッと見ていま

すと、ドイツが負けて、かなり日本も追い込

まれていて、こういう状態に多分なるだろう

と、その時にわれわれはどうしたらいいか、

というのを実にうまく書いています。 

ですから、多分、戦争中、新聞はウソばか

り書いていた、と言っている方々は、見出し

しか読んでおりません。記事をきちっと読み

ますと、そこに、記者としてやはり言ってお

かなければいけない、そういうことはちゃん

と入っています。 

これは、ちょうちん持ちというふうに簡単

に言ってしまえば、それでおしまいなんでし

ょうけれども、軍部と組んで特攻隊の出撃の

ルポを特派員が書くわけですが、これなども、

普通の頭で普通にきちっと読みますと、特攻

隊、人間爆弾という、そういうバカな武器を

使って、この戦争をこのまま続けていいのか、

というのがきちっと書かれています。あした

特攻隊員として飛び立つ若い飛行士たちが、

その前の晩に何をしているのかを克明につづ

った、朝日のルポルタージュなどを読みます

と、みんな半分気違いになっているというの

がよく分かります。あした死ぬわけですから、

おかしくならないほうがおかしいんですけれ

ども、１つのことにとらわれて、ある人は鉛

筆を 50 本も一晩中寝ないで削ってしまうみ

たいなことは、「絶対ヘンだな」と思わせるよ

うにちゃんと書いてあります。 

ぼくも前に、新聞は戦争中ウソばっかり書

いていたみたいなことを、人の尻馬に乗って

言っていた時期がちょっとありましたけれど

も、必要があって克明にもう一度読み直しま

すと、決してそうではないということがよく

分かりました。やはり、当時の記者たちの真

実を伝えよう、という筆の動きが、きちっと

真実を伝えてくれているわけですね。ぼくは、

小さかったせいで、そういう深いところまで

よく分かりませんでしたけれども、決して新

聞はウソをついていたわけではない。 

ただ、大きな記事ほど眉つばをつけろ、と

いうのがぼくの主義です。三面記事のトップ

とか、第一面にバーンと出てくるのは、記者

の方もきっと肩入れしてお書きになるでしょ

うし、はやりの題材でもあるのでしょうから、

文章が非常に浮いています。 

新聞は形容詞とか副詞をあまり使えない

文体で書かれています。社説を、形容詞とか

副詞とか感嘆詞を多用して書いたら、えらい

ことになります。戦争中の社説には、「ああ！」

とか、形容詞をやたら並べて日本の国をほめ

たてるとかいう類のものもありましたけれど。

いまの社説がなぜつまらないかというのは、

これもまた一概に言えないことで、非常に面

白い社説もありますが、世の中があまり面白

くないと、社説もまあ平和で面白くなくなる

ということになります。社説をお書きになる

方のつらさというのはよく分かります。社説

は、人を感動させたりすることが目的ではな

いですし、言葉を十分に使えないという制限

もありますから。 

いまは半日かけて８紙読む 

まあ、志とちょっと違ってしまいまして、

新聞記者になる夢は果たせませんでした。た

だ、新聞はいまでも非常に好きで、ぼくの場

合、正直に言いますと、７つか８つ読んでお

ります。毎日、朝日、順序が難しいんですね。

（笑い）朝、毎、読と言ったほうがいいんで

しょうけれど、朝日、読売、毎日、日本経済

新聞、東京新聞、日刊スポーツ、報知、スポ

ーツニッポン。ほかにサンケイとか、いろい

ろ取りたいのがいっぱいありますけれども、

そうなりますと、１日じゅう新聞を読んでい

なきゃいけませんので、この８紙を半日くら

いかけて読んでいるわけです。 

日経は大変記事の要領がよく、特にベタ記

事が素晴らしいですね。いや、日経だけじゃ

なくて、ほかの新聞でもベタ記事が素晴らし

いのがいっぱいあります。そういうベタ記事

を、自分が関心を持っているテーマで、ずー

っと切り抜いていくわけです。 

いま、ぼくが関心を持っているのは女性問

題です。女性の自立とか、三角関係で離婚す

るとかしないとか、弁護士を入れて５人で話

しているうちに３人が死んじゃったとか、そ

ういうのを専門に切り抜いています。日経の

文化欄は非常に面白いんですが、あそこは切

り抜くのが大変です。どうして日経は、文化

欄だけああいうふうに複雑にしてしまうので
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しょうか。ひとつひとつ台紙に貼って整理す

るのですけれど、なにか、いつも苦労するん

です。これは切り抜くのが面倒くさいという

だけで、記事の内容とは全然関係ありません

ので、念のため。 

逆の話ですが、読書欄が、最近、みんな四

角く区切られてきて、一時のカタログ雑誌風

になってきまして、あれはハサミを使う方に

とっては非常につまらないんですね。どこか

の新聞がやり出すと、みんなやり出すという、

これも何かきっと協定があるのだろうと思い

ますけれども、切り抜きを趣味としている人

間には、あまり複雑なのも困りますが、あん

まり簡単だと……。ですから、一冊の本を半

ページ使って書評してしまう時もあったり、

いろいろな形をつくってほしいのですけれど

も、どうも妙なところがスッと似ちゃう場合

があるんですね。まあ、これはたいしたこと

じゃないんですが。 

休刊日はさみしいですヨ 

30 代から 40 代は一番熱心な新聞の読書層

です。これは、野坂昭如さんも言っていまし

たけれども、ぼくは、その前に文章にしたこ

とがありますので、文章にしたのはぼくが最

初だという、ひそかな自負があります。30 代

後半から 40 代前半にかけて、あれほど熱心に

求職欄を読んだことはなかったんじゃないか。

大学時代も、アルバイトをやるために随分読

みましたけれども。つまり、作家でポシャッ

たら、いまの年齢でこういう家族構成だった

ら、どういう仕事があるのかというのを、必

死になって捜していたわけですね。 

一流紙に載ったのでも、おもしろいのがあ

ります。「やる気次第で社長になれる」なんて

いうのがありまして、よく見るとラーメン屋

みたいな感じのお店なんですが、そういうの

を見ると、なにか勇気が出たり……。ここに

書き抜いてきましたけれど、「スタミナ食、三

食付」とか、三食付というのはよくあります

が、「スタミナ食、三食付」って何だろうと思

うと、焼き肉屋さんだったりするわけです。

（笑い）「専務、常務、部長は全員、去年入社

した者たちです」なんていうすごい会社があ

って、まあ、歴史が浅いっていうだけなんで

すが。（笑い）「年間休日、なんと 119 日」。こ

れはキヤノンでした。ああ、小説でポシャッ

たら 119 日間休日があれば、その 119 日間を

もう一度小説の勉強に使い直してとか……。

いま頼まれている原稿をやればいいのに万が

一ってことを考えて、こんな広告を一生懸命

読んだ時期がありました。キヤノンの 119 日

というのは、夫婦での寮の住み込みです。 

そんなことで新聞はもちろんニュースを

知るにも必要ですし、いろいろな楽しみ方が

あって、現在もそれが続いています。ですか

ら、ぼくはおそらく死ぬまで新聞と縁が切れ

ないのではないでしょうか。一年じゅう出し

ているのは大変ですから、お休みになるのを、

ぼくら、とめる資格もなにもありません。け

れど、新聞のこない日はさみしいといいます

か、情けないといいますか、非常にさみしい

感じがします。 

新聞は文章の見本市です 

いままでは、新聞とぼくのつながりをだら

だらと申しあげてきたのですけれども、今度

はちょっと角度を変えて、日本語と新聞文章

みたいな関係をお話します。簡単に言えば、

新聞は日本語のあらゆる文章の見本市といい

ますか、カタログになっているということは

確かだと思います。 

まず記事がありますね。それから解説があ

ります。記者自身がお書きになる随筆風のも

の、エッセー風のもの、スケッチ風のもの、

誰でも読む天声人語とか、余録とか、編集手

帳とか、この頃は報知新聞の「激ペン」を必

ず読みます――巨人が勝った時はあまり読み

たくないんですが――そういうもの。それか

ら社説。記者の方々がお書きになるものの中

にも、日本語の様々な文章のレベルが入り混

じっています。 

それから依頼原稿というのがありまして、

専門家とか、作家、学者、いろんな人が原稿

を依頼されてお書きになっています。特に小

説は、この頃読んでいる方が、いつかの調査

では７％とか 12％とかいう非常に低い数字

になっていましたけれども、ぼくらの時代に

は大変でした。「宮本武蔵」は、ぼくらがまだ

小さくて新聞を読んでいない時に連載になっ

たものですが、「青い山脈」とか「山の彼方に」

とか「自由学校」とかは熱中して読みました。 

新聞小説ということだけ考えても非常に

面白いのですけれど、これはさかのぼります
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と江戸時代の黄表紙ですから、みなさんご存

じだと思いますが、絵が入ってそれに文章が

載っていて、非常に面白いものです。もちろ

ん、つまらないものもありますけれども、そ

れがずっと江戸の末まで続きまして、明治に

なって新聞という形で、違うものが出てきま

すけれども、なぜか絵入り小説だけは残って

いくわけです。それが現在の新聞の連載小説

だと思います。これも作者によっていろいろ

な文章が出てきますから……。非常に硬い生

地の中に、作家の物語をつくる文章が入って

きまして、文章の質が同じ面でガラッと違っ

てきますから、なかなか楽しいですね。 

それから、記者の方がおやりになるインタ

ビューもありますので、あらゆる日本語の文

章が新聞に流れ込んできます。 

特に最近は、コピーという広告文が大変注

目されています。これの傑作はずーっと昔か

らありました。今度本になって出たので、皆

さんもご存じだろうと思いますが、スモカ歯

磨の広告は大変素晴らしいのが戦争前からず

ーっとありました。もう１つ素晴らしいのは

グリコの広告で、毎回ちょっと工夫して文章

を変えるわけです。ぼくら、小さい時夢中に

なった記憶があります。 

いまは、そのコピーの全盛時代ですから、

これは俳句の伝統とかいろいろあると思うの

ですけれども、そういうコピーの文章まで入

ってきています。かと思うと、いま風に言え

ば、非常にダサイ広告主がダサイ広告をボー

ンと載せて、その社では載った、載ったと言

って喜んでいるんでしょうが、全体から見る

と、この会社は本当にヘタだなあ、という広

告なんかも載っていて、それがまた新聞の面

白いところですね。 

そういうふうに様々な、ありとあらゆる文

章が載っているわけですから、物書きとして、

こんな面白いものはないんです。ですから、

読むのに半日、手は真っ黒、ということにな

ってしまうわけです。 

気温が高くなれば「うなぎのぼり」 

私がきょう、皆さんから求められているの

は、いわゆる依頼原稿、外部に依頼した原稿

じゃなくて、記者の文章をどう思うのか、と

いうことじゃないかと思います。新聞の読み

方には、いろいろなパターンがありまして、

逆三角形型とか、忙しい人は見出しで大体事

件を知る、ちょっと時間のある人はリードを

読む、もっと時間のある人は途中まで読む、

たっぷり時間のある人はゆっくり最後まで読

むとか。こういうアメリカあたりで開発され

た記事の書き方が、日本の新聞にも染み込ん

で、見出しだけで大体事件が分かるという、

そういうキチッとした記事の書かれ方があり

まして、この定型について、ぼくらがとやか

く言う資格もありませんし、また言う気もあ

りません。それなりに、ぼくらも楽しんでい

ますから。 

なぜ温度が高くなると、「うなぎのぼり」

になっちゃうのかとか。焼け跡に、なぜ「槌

音が高く響く」のかとか、凶悪犯人は、なぜ

「朝ご飯をペロッと食べた」のかとか（笑い）

そういうことはいっぱいあります。 

１つ、ぼくの切り抜きで、これが１番おか

しいというわけではないのですが、きょう持

ってきましたのは、1984 年 11 月 15 日、一昨

年になりますか、オリンピック選手の大麻汚

染事件の記事です。これはたしか東京新聞だ

と思います。紙と活字ですぐ分かります。 

「その話はまだ聞いてない。事実とすれば

大変である。早速調べて善処する」というの

は、大体、事件が起きた時の責任者の答えで

す。事件の当事者もみんな紋切り型で言って

いるわけですから、新聞記者の方も紋切り型

で書くよりほかないんですが、「青天の霹靂と

……絶句」というのは、よく出てきますね。

これでいいんです。ここにいろんな形容詞が

入っても困るわけで、そういうのを読者は要

求していませんから。このパターンで、あ、

困っているんだろうなっていうのはすぐ分か

りますから。（笑い） 

これはリードの部分ですけど、「浜口競泳

委員長は辞意を表明した。バカなことをした

と反省する当人たち」、「『水に落ちた水泳陣』

に選手仲間など、関係者の苦悩の色は濃くな

る一方だ」。「…の色が濃くなる一方だ」とい

うのも、それでいいんです。つまり、ここを

なにか文学的に書くと、かえって不正確にな

りますから。（笑い）「関係者は困っておりま

すよ」という意味ですから、当然これでいい

んですね。 

記事になってきますと、「水連幹部は驚き
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と苦悩に満ちていた」。これは、ちょっと悪い

文学臭ですね。「この日のＩＯＣ常任委員会は

重苦しい雰囲気に包まれ、記者たちを部屋か

ら締め出すなど、異例の措置」。そして最後に

「しかも柴田氏はロス五輪日本選手団長だっ

ただけに苦悩の色が濃い」。この記者の方は、

「苦悩の色は濃くなる一方だ」「驚きと苦悩に

満ちていた」「苦悩の色が濃い」と、１つの記

事に３回使っておられます。（笑い） 

もうちょっと記事がつながっていまして、

大麻を吸って書類送検されたのは日大水泳部

の五輪の選手たちなんですけれども、「残った

部員たちの顔にショックの色がありあり」。こ

れもよく出てきます。「まさか、あいつが……」

――これもよくありますね（笑い）――「マ

ネージャーの○○さんは困惑しきった表情で

話した」。 

ぼくはこういう新聞の決まり文句をずーっ

と集めて、やがてそれで辞書をつくろうと思っ

ていますが（笑い）。これは決して批判したり、

からかったりしているわけじゃないんです。 

小説、演劇、映画の基本特性 

もうちょっと違う角度から申しあげます

と、小説は、当然、物語と言葉からできてい

るわけですね。この物語というのは古くさい

言葉で、いま物語なんていうと、純文学の人

に軽蔑されます。反物語だとか、非物語とか、

いろいろ言いますけれども、とにかくあるこ

とをある時系列に整理して何かを語る物語と

いう形式は、どんなに新しがり屋の文学者が

いかに新しがろうとしても、変わらない。何

か表現したいものを持っていない限り、物は

書けないわけですね。 

しかし、自分の心の中にどんなに書きたい

ことがあっても、それをほかの人に伝えるた

めには、小説家である限り、日本語を使うし

かないんです。自分の心の底にあったり、自

分が悩んだり、自分が気づいたり、自分が感

動したりしたことを伝えるためには、とにか

く言葉しかないわけです。大変難しいといえ

ば難しいんですけれども、ある意味では単純

といえば単純なことなんですね。小説は、物

語を言葉によって人に伝えていく。 

では、演劇はどうかといいますと、演劇も、

作者の中にある物語、反物語でも、物語でな

い物語でも、新しがってもなんでも結構です

けれども、とにかく何かがあって、それを言

葉にする。その物語と言葉を、俳優が肉体の

中に一たん吸収して、俳優が肉体に吸収した

物語と言葉を、もう１回、俳優のものとして

復活させる。それを観客が見るということで、

演劇は成り立っています。 

映画は、ではどうかといいますと、物語が

必要です。言葉が必要です。役者の肉体が必

要です。物語と言葉を役者の肉体が吸い取り

まして、簡単に言いますと、演技ということ

でパフォーマンスを行なう。パフォーマンス

という言葉は正確かどうか知りませんけれど、

それプラス、今度は監督の見方というものが

入ってきます。監督の見方というのはどうい

うことかといいますと、カメラのレンズは何

を使うのか、望遠を使うのか、普通のを使う

のか、どういうアングルから撮るのか、光の

量はどうか、そこに音楽をかぶせるのか、ど

うか、カメラの高さはどうか、動かさないの

か、そのシーンをカットで撮っていくのか、

それとも回しっ放しにするのか、全部監督が

決めていく。ということは、実は、お客さん

は、監督の見た場所からしか見ることができ

ないわけですね。 

つまり、映画というのは、非常に自由なよ

うでありますけれども、ぼくらは、監督の意

のままに、監督が選んだ角度、監督が選んだ

カメラのレンズの焦点距離、監督が選んだ光

の量、全部、監督に決めつけられたものを、

一方的に見させられているわけです。 

映画を見ていて非常に楽しいのは、自分が

何も決める必要がないからです。芝居は全然

違います。このシーンはお客さんに立ってい

ただいて、劇場の左手のほうから見てくださ

いとか、これは見ないふりをしてくださいと

かいうことは、演劇では成立しない。映画の

場合は、監督がそれをするわけです。 

小説、演劇、映画という３つの表現形式が

ありますけれども、この中で共通しているの

は物語と言葉ですね。一番素朴な形の小説は、

物語と言葉以外に何もいりません。活字を大

きくしたり、ゴシックで刷ったり、いろいろ

やりますけれども、しかし、基本的には物語

と言葉です。演劇は、物語と言葉を役者さん

の肉体に埋め込んで、役者がその２つを同時

にお客さんの前で表現していく。映画になり
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ますと、役者の表現を監督がいちいち細かく、

ある角度からお客に見せていこうとする。 

テレビドラマはむずかしい 

では、テレビはどうかといいますと、テレビ

ドラマの場合は、映画と同じようなことが起こ

ると思います。しかし、テレビドラマの場合、

お客さんのほうは勝手にいろんなことをやっ

ていますし、面白ければ見ますけれど、つまら

ないと、チャンネルというのがありますから、

あれをガチャガチャと回します。なかなかシン

ドイと思います。スッと茶の間に入り込めれ

ば、これまた強いものになりますけれども、

テレビドラマというのは、まだぼくも整理が

ついていない。難しいものですね。方法論的

には、まだはっきりしたものができていない

と思います。あるものは演劇の延長であった

り、あるものは映画の延長であったり、記録

映画の延長であったりして、テレビの演出家

たち、つくる人たちは、ドラマに関してはも

うちょっと新しい方法を考えたらどうかなと、

ぼくは、見ながら思っているのですが。 

でも、便利なところもありまして、ある時

間になると事件が解決するから、最初見てお

いて、その途中の時間は何かに使って、最後

に見ると、大体分かって、何だ、いつも同じ

じゃないかとか……（笑い）。ですから、「水

戸黄門」なんか、１回くらい印籠を落として

最後に出しようがないとか、朝のＮＨＫのテ

レビ小説も、悪い女を出して、まわりを全部

不幸にしていくんですけれども、自分だけは

幸せに生きている、というような主人公を出

してもらいたいのですが、それはきっと無理

な話なんでしょう。 

昔、ぼく、ＮＨＫの仕事をしていた頃、陽気

なおばさんで、自分が知らないうちにまわりを

どんどん不幸にしていって、自分だけ幸せにな

っていくというあらすじを書いて出して、かな

り上までいったのですけれども、さらにその上

のほうで、「何をバカなことを言っているん

だ」と言われて中止になりました。そういう

意味でも、テレビドラマは非常に難しい。 

副詞、形容詞の多いＴＶリポート 

放送言葉ということになりますと、ぼくは、

きょう準備していませんので、あまりいいこ

とは言えませんけれど。何か事件が起こって、

そこへテレビのカメラが駆けつけて、露木さ

んが会場にいらっしゃいますが、リポーター

がそれを言葉で補っていく。その時に放送の

言葉が問題になってくるかもしれません。 

ただ、テレビのつらいところは、事件がま

さに起きている最中というのは、たとえば人

質を取って立てこもっているところへ駆けつ

けるとか、よほど時間が長い事件でない限り

カバーできないんですね。不謹慎な例で申し

わけないんですが、完全にテレビ論というこ

とでお許しいただけば、去年の日航機の墜落

の様子をテレビ局が察知していて、ダッチロ

ールをやりながらあそこへぶつかるまでを正

確に撮ったとしたら、ものすごいことですけ

れど、これはテレビには不可能です。次のこ

とが分かりませんから、人間には不可能です。

ですから、必ず事の終わった後、現場から伝

えるほかない。 

この時に、リポーターの力で、そのリポー

トの質が随分変わってきます。それを、たと

えば俵孝太郎さんが夜、ニュースでやるとか

して、だんだん整理されていく。見ています

と、大体、悲惨な大事件が起きると、その後、

何となく楽しいものを並べて、「きょうは三社

祭です」なんて言って、あまり視聴者が深刻

に考えないように、最後は気持ちを軽くして

くれるようなトピックスで締めくくってくれ

るようです。 

テレビは、とにかくまだまだ非常に難しい

問題があって、その時のリポーターとか放送

記者のすべてが出てきますから、ぼくらにと

っては大変興味深い、ある意味では資料です。

ですから、放送記者の方々のその場所でのリ

ポートの仕方、それをビデオにずーっととっ

ております。完全にとっているわけではなく、

機嫌のいい時だけとって、落ち込んでいる時

は放ったらかしになっていますから、資料と

はいえませんけれど。また、そういうことば

かりやっていると仕事ができなくなりますか

ら、仕事の忙しい時はやりません。テレビ記

者の言葉は、形容詞とか副詞が多いですね。

それはそれでいいんだと思います。 

さっき申しあげたように、新聞記者のパタ

ーン、悪くいうと紋切り型、これは決して悪

いことではなくて、読者は、約束事としてそ

れを読んでいるわけですから、そういうもの

があるということが大事だと思います。それ
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と同じように、放送の場合も、だんだんそう

いうパターンができてくると思います。それ

は悪いことではないのですけれども、ただ、

もう１つ突っ込んで言いますと、なぜ、われ

われ素人がすぐ気がつくことを新聞もテレビ

も取りあげないんだろう、というのが随分あ

ります。 

素人が気づくことをなぜ書けぬ 

国鉄問題なんか、その典型ですね。普通の

会社でしたら、総資産とか総負債を比べれば、

黒字か赤字かすぐ分かるはずなのに、なぜ国

鉄の場合それができないんだろう。なぜ国鉄

の資産の評価額を、公社制に変わった昭和 24

年度の値段で計算してしまうんだろう。普通

の読者の普通の疑問があるわけです。で、ぼ

くらなんかが、ガチャガチャ騒ぎ出しますと、

最初にお書きになったのは、朝日新聞だった

と思いますけれど、キチッと調べて書きます

から、やはり迫力が違うんです。ぼくらより

も情報網をたくさんお持ちの記者の方々が、

素人が気がつく前になぜお書きにならないの

だろう、と不思議に思う時があります。 

もう１つ、記者のあり方について申します。

石川啄木は朝日新聞の校正係をして、月給２

５円で、啄木は一番最初に月給を前借りしち

ゃうものですから、死ぬまでずーっと前借り

していくわけです。普通の人なら、それで足

りるんですが、啄木の場合、啄木にくっつい

ている人が多過ぎるのと、病気もありまして、

それでも足りないので、夜勤をしたり、「二葉

亭四迷全集」の校正をしたりして、一生懸命

働かなければならない。そういう最中に大逆

事件が起こります。確かに、当時の法律でい

うと、第７１条ですか、皇室に対してそうい

うことをあれした場合には死刑というのが、

ちゃんとありますから、４人は死刑になって

しょうがないと思いますけれども、秘密裁判

で、しかも１回だけの裁判で 26 名中 24 名が

死刑、次の日恩赦で 12 名無期懲役という、そ

ういうところへ、たまたま啄木は新聞人とし

て居合わせるわけです。それは新聞に書けな

い。啄木は裁判記録を全部読んで、「日本無政

府主義者陰謀事件経過及び付帯現象」という

有名な記録を書いています。 

これは昭和 20 年まで、啄木のどんな全集

にも入っていなかったわけですけれども、戦

後、それが発表されました。それを読みます

と、当時、新聞社にいて、新聞社という情報

の集積場所にいた１人の人間が、書きたくて

書けないことを、キチッとした記録に残して

いくという、そういう記者の生き方もあるん

だなあ、という感動をおぼえます。 

もう１つ関心するのは、当時、どこの新聞

社もそうだったらしいのですけれども、啄木

という人は、入社をして一週間目に、もうサ

ボり始めるわけですね。前借りをするとすぐ

サボっちゃう。１か月に 10 日くらい休んでい

ます。最後は、まあ病気のせいもありました

けれど、１年間１回も社へ出ていないのです

が、当時、朝日新聞は毎月 20 日が給料日で、

奥さんは啄木の給料を貰いに行くんですね。

全然出てこない社員に、しかも前借りで、キ

チッと給料を出していた当時の新聞社は懐が

深かったなあ、と思います。 

つまり、非常にあることに詳しい人がいて、

普通は役に立たないのですけれども、牛肉とい

ったら、そいつにきけばすぐ分かるとか、金の

問題はこの人にきけば全部分かる、短歌だった

ら、啄木だとか、そういう人をプールしておく

ということが、新聞社……、放送もきっと同じ

だと思います。やはり、経営者になると、そう

はいかないんでしょうけれども、当時の新聞は

懐が深くて、何かあったら、こいつにこの仕事

をさせればいいんだから、それまで給料をきち

っと払っておこうという大きさが、啄木の日記

を読んでいると感じられます。 

テレビも瞬間はとらえられない 

テレビの場合も、大事件のほんとの瞬間は

なかなかとらえることができないわけです。

野球の放送が面白いのは、どんなことが起き

ても、全部フォローできるように、すべての

準備が済んでいて、そこで野球が始まります

から、どんな瞬間もとらえられます。特にフ

ジテレビのプロ野球ニュースを見ますと、こ

ないだのブーマーのかくし球だけは撮れなか

ったらしいんですけど、よくここまで撮ると

いうぐらい、ちゃんと撮っています。何が起

こっても撮ってやるぞ、という準備の上で野

球をさせておく。何かが起こったら、すぐそ

れをフォローしていく、ということに支えら

れているのが、野球の実況中継の面白さだと

思います。けれども、本当の事件が起こる瞬

間をとらえるためには、常に“やらせ”をや

るほかないわけです。 
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ですから、ぼく、テレビ朝日のやらせ事件

には、非常に同情的です。あれは、見ている

ほうが悪いと思います。何かの問題の１番い

いところをこの目で見たい、という愚かな視

聴者がたくさんいる限り、テレビ局はそのク

ライマックスをつくらざるを得ない。それは

結局、“やらせ”ということになるわけです。 

ぼくも、新聞の一読者ですし、テレビの一

視聴者です。そういう１人１人が、テレビに、

終わった事件の１番いいところを出して見せ

てくれ、と望むのは間違いです。ぼくら受け

手１人１人が向上していけば、いろんなこと

がもっとよくなっていくという、非常に単純

な結論しか、ぼくは持っていないんです。 

自分が、いかに新聞が好きであったか、と

いうことを申しあげて、これはある意味では

こびたことになるかもしれませんが、そうい

うつもりで言ったんじゃないんです。 

新聞の文章の紋切り型は、ぼく、大好きで

す。それは読者の時間の経済です。（笑い）こ

ういうふうに「苦悩の色が濃い」というのが

１つの記事に３つも重なると、これはある意

味ギャグですね。（笑い）映画に、同じギャグ

は必ず３回使え、という鉄則があります。そ

れは、いろいろな点から見て非常に当たって

いる意見ですけれども、新聞は、そういう意

味で、読み方によっては、実に面白くも読め

ますし、なおかつ事件もよく分かります。 

受け手にこびないでください 

１つだけ申しあげますと、社説が１番問題

だと思います。ぼくが好きなのは、東京新聞

の日曜日の社説です。あまり軽薄にその時代

時代の言葉を追い駆ける必要はありませんけ

れども、やさしく書くということが１番大事

だと思うのです。やさしく深いことがどれだ

け書けるかということです。物書きの場合も

そうですし、おそらく新聞記者の方々やテレ

ビ放送記者の方々、みんなそうだと思います。

われわれが普段使い込んでいる言葉を、でき

るだけ正確に使って、どれだけ深く表現でき

るか、このことに尽きると思います。難しい

言葉を使ってみたり、これならみんな感心す

るだろうみたいな言葉を使っているうちはま

だニセモノで、本当にわれわれが普通使って

いる言葉で、どれだけ人生の底へ考えが届く

か、というところに、われわれ全員の勝負が

かかっているような気がします。 

日本の場合、正直言って、読者、視聴者の

質はあまりよくないと思います。これだけみ

んな学校に行って識字率がほとんど 100％で、

これだけみんな勉強しているのに、何でこん

なに質が悪いのか、というぐらい受け手の質

が悪いと思います。それに送り手が合わせて

はダメだと思います。ぼくらも、しっかり向

上しようと……、向上という言葉は、いま全

然はやりませんし、前向きもはやっていない

し、どう言ったらいいか分かりませんけれど、

ましな人間になろうと努力しますので、そう

いう読者や視聴者がいるということを信じて、

新聞記事やテレビ番組をつくっていただきた

いと思います。悪い受け手にこびないでいき

たいと、ぼくも思いますし、皆さんも絶対こ

びないでいただきたいと思います。これ以上

こびると、日本の文化は世界最劣等になると

思いますね。 

これは、ぼくの勝手な偏見で、全然客観性

はありませんので、あまり信用しないでいた

だきたいと思います。 

記念講演という“記念”というのにおびえ

まして、ずーっとあがりっ放しで、すみませ

んでした。どうも、ご静聴ありがとうござい

ます。（拍手） 

新井明理事長 大変ありがとうございました。

最後は、記念講演の記念でかたきを取られま

したが、まあ、新聞文章で言えば「日本語に

始まって、新聞、放送についてキメ細やかな

適切なご指摘をいただき、満場の大きな感銘

を呼んだ。これを見て、主催者の理事長もホ

ッとした表情」と、こういうことになります。

（笑い） 

記念にいただきました井上さんの揮ごう

は「暮しは低く、志は高く」でございます。

（拍手） 

文責・編集部 


