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2004年 6月、長崎県佐世保市の小学校で、6年生の女子児童が同級生の女子をカッ

ターナイフで殺害した。被害者の父親は、毎日新聞佐世保支局長だった。川名さんは

当時、同支局の記者として記事を書き、夜は支局の階上にある支局長宅で、被害者の

家族と一緒に食卓を囲む日々を送っていた。 

被害者の苦しみを知りながら寄り添えず、記者として事件を追わなければならない。

その葛藤や、その後の取材を通じて見えてきた記者としての使命について、率直に語

った。 

 

 

 

 

司会：瀬口晴義 日本記者クラブ企画委員（東京新聞） 

 

YouTube日本記者クラブチャンネル動画 

 

○C 公益社団法人 日本記者クラブ

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XMMUdZ-RbqI&feature=youtu.be
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司会＝瀬口晴義 日本記者クラブ企画委員

（東京新聞） 「被害者報道を考える」研究会、

3回目になります。きょうのゲストは、毎日新

聞の記者の川名壮志さんです。 

川名さんは1975年のお生まれで2001年に毎

日新聞に入社、初任地は長崎の佐世保支局でし

た。皆さん覚えておいでかと思いますが、佐世

保市の小学校で、6年生の女児が同級生を殺害

する事件が起きました。川名さんは 4年目にこ

の事件に遭遇されました。被害者は、上司の支

局長の娘さんでした。毎日顔を合わせている身

内のような、家族のようなお嬢さんを突然亡く

され、ご自身は、その後の非常に激しい取材活

動の中に巻き込まれて、いろいろな体験をされ

ています。 

その後、この事件はいろいろ少年審判、裁判

を通じていろいろな形で展開をしていくので

すが、加害者のお父さんに取材をされたりとか、

また被害者の娘さんのお兄さんに話を聞かれ

るなど取材を続け『謝るなら、いつでもおいで』

という本を 2014年に出版されています。 

きょうは、取材者の立場でもあるし、また被

害者の遺族に非常に近い立場という難しい立

場にさらされた経験、その後も被害者報道、犯

罪被害者の報道の取材にかかわられ、また警察

の取材や裁判、司法関係の取材も続けられて、

いまはメディア関係の取材をされているとい

うことですが、そうしたご経験からお話をうか

がいたいと思います。 

私は日本記者クラブの企画委員の東京新聞

の瀬口と申します。 

では、川名さん、よろしくお願いいたします。 

 

川名壮志・毎日新聞記者 初めまして。毎日

新聞の記者の川名と申します。きょうはどうぞ

よろしくお願いいたします。 

17年間の記者生活はずっと現場 

皆さんも記者の立場で同じだと思うのです

けれども、ふだん話を聞くのが仕事で、自分か

らしゃべるということはあまりなくて、こうい

う場でしゃべるのはなれておらず緊張してい

ますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

最初に自己紹介をしますと、2001 年の入社

で、記者は 17 年目になります。初任地が長崎

の佐世保支局で、5年ほど事件ばかり追ってい

ました。その後、福岡で県警担当を 3年やって、

東京に異動になって、証券取引等監視委員会、

俗にＳＥＳＣと言われる部署を取材しました。

その後、東京地高裁、最高裁をやって、千葉で

また事件を担当して、去年の 4月から社会部で

メディアを担当しています。ですので、記者

17 年で、主に事件と裁判をやっていたことに

なります。 

きょう来られている方は、犯罪被害の当事者

の方であったり、あるいは事件記者として、僕

よりもずっとベテランの方であったり、あるい

はデスクもしくは支局長として記者を束ねて

いる立場の方だと思います。僕が皆さんと違う

ところで唯一強いところという意味で言うと、

17 年間ずっと平
ひら

記者でやっている、現場から

離れていないというところかと思いますので、

現場の話ができればなと思っています。 

現場から離れられないので、去年も座間の事

件でも僕は現場に行く立場でしたし、今回の新

潟の事件も、いつ僕が現場に駆けつけてもおか

しくないと思っています。 

今回「犯罪被害者報道を考える」というテー

マですが、理想論だけでは話せないことが多い

気がしています。現場というのは常に矛盾をは

らんでいるので、体験したことでなければ話が

できないことが多いだろうなとも思っています。 

これからお話しすることは、僕が記者 4年目

のときの話です。事件を取材する側であり、当

事者でもあり、という構図の一方で、駆け出し

の記者、いわば素人感覚でみた事件でもありま

す。なので、若手記者が感じたり悩んだりする

ことと通じるところがあるのではないかなと

も考えています。 

また、これから話すのはちょっと特殊な事件

でもありますので、新聞記者の仕事にかかわる

一方で、被害者に近い立場にいたということで、

ごくごくプライベートな話も重なり合うと思

います。 

http://www.shinchosha.co.jp/book/121461/
http://www.shinchosha.co.jp/book/121461/
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僕は最初の赴任地が、先ほども申し

あげましたとおり、佐世保支局だった

のです。2001 年から 2005 年までいま

した。東京の私立大学を卒業して、大

学卒業したてで九州に、縁もゆかりも

ないのに初任地が長崎の佐世保支局

でした。大学を一浪、一留していたの

で「全国紙に入れてラッキー」と思っ

ていたのですが、全国紙に入るという

のは、簡単に言うと、「47 都道府県に

飛ばされますよ」ということなんだなというこ

とを、入ってから気づきました。 

入社試験の面接で、編集局長に「将来どこへ

行きたい？」と尋ねられて「海外に行ってみた

い」みたいなことを言っていたのです。で、編

集局長から電話が直接携帯にかかってきて、

「君、英語しゃべれる？ 」と言われて、「しゃ

べれます」と答えたんです。「わかった」と編

集局長の電話が切れて、これは初任地、どこへ

行くんだろう？ いきなり海外かな？ と思

ったんですが、そしたら実は佐世保で。要は、

佐世保に米軍基地があるので、英語がしゃべれ

るんだったら佐世保だ、そういう話だったよう

なのです。僕は完全に勘違いしていて、いきな

り新人で海外？と思っていたら佐世保で（笑）、

ちょっとびっくりしました。 

小さな街の小さな支局 

ご存じのとおり、佐世保は小さな街で、人口

も 25 万人ぐらいです。一番高いビルは何かと

いうと、市役所の庁舎。そんな地域です。多く

の新人は県庁所在地に配属されると思うんで

すが、僕の場合は、県庁所在地でもない衛星支

局でした。ですので、人員が支局よりももっと

少ないわけです。まず支局長兼デスクが 1人い

て、記者 2 人、事務の女性、これで全てです。

ですので、支局もビルじゃないのです。 

この写真（右上）、ちょっと小さくて恐縮で

すけれども、見えますか。これが毎日新聞の佐

世保支局です。よくみると、1階がくり抜かれ

て駐車場になっています。駐車場といっても、

来客用の駐車場ではなくて、支局の記者が持っ

ている車をとめる駐車場なのです。2階がワン

フロアになっていて、職場です。3階が支局長

住宅、支局長が住んでいるというような成り立

ちなのです。 

当時、支局長は御手洗恭二さんという方でし

た。記者 20 年目のベテランでした。その御手

洗さんがこの 3階部分、これは 3ＬＤＫぐらい

になっているのですが、中学校 3年の息子さん

と、小学校 6年の娘の怜美（さとみ）ちゃんと

3人で暮らしていたのです。 

赴任したのが 2002 年だったのですが、2001

年に御手洗さんは奥さんをがんで亡くされて

います。つまり、勤務地と自宅が両立する支局

に赴任されたわけです。新聞記者の仕事ですの

で、育児と両立するのはすごく大変で、このよ

うな佐世保支局みたいに勤務地と自宅が両立

していれば、何とか働ける、そういう感じです。

この支局で毎日僕は働いていました。 

最初にやる仕事というのは、社会面とか 1

面の記事を書くという仕事ではないですよね。

地方版のミニニュースを書くというのが僕の

仕事でした。当時、先ほども申しあげましたけ

れども、どこに行くんだろうと思ったら佐世保

支局で、毎日毎日地方版を埋める仕事をしてい

ました。東京の社会面とか 1面の記事を書くな

どということは夢のまた夢でした。 

僕は入社してすぐは独身でしたので、結構御

手洗さん一家と仲がよかったのです。すごく牧

歌的と言われれば牧歌的なのですけれども、大

体地方版の記事を出稿するのは午後 6 時ぐら

いまでで、6時ぐらいまでに原稿を出して、そ

れを御手洗デスクが打ち返して、編集整理に出

稿するのが 7時ぐらいなのです。7時ぐらいで、

刷りが上がってくるのが8時から8時半ぐらい。



4 
 

1 時間から 1 時間半ぐらい空きが出るのです。

そこで何をしているかというと、御手洗さんは

この支局の 3 階で子どもたちのために夜の夕

食をつくっていたのです。野菜いためとか、炒

り卵とか、よくわからない男手の料理でしたけ

れども。僕は独身でしたので、3階に上がって、

刷りが上がってくるまで、そこで御手洗さん家

族と一緒にご飯を食べていたのです。 

たった一言、「怜美が死んだ」 

きょうは毎日新聞の人がいないので安心し

て言いますけれども、刷りが上がってくるまで

の時間というのは1時間から 1時間半ぐらいあ

るので、お酒も入るわけです。焼酎を飲んだり、

水割りを飲んだりして、刷りが上がってくるの

を待つみたいな、そんな生活をしていました。

テーブルでみんなでご飯を食べるんですけれ

ども、そこには御手洗さんは当然ですが、娘の

怜美ちゃんがいたのです。本当に仕事の職場と

家庭が混在しているような支局でした。 

御手洗怜美ちゃんは 2004 年当時小学校 6 年

生だったんですけれども、学校から帰ってきて、

まず「ただいま」と言うところは、3階ではな

いのです。2階の職場なのです。お父さんであ

る御手洗さんが働いている 2 階の職場に、「た

だいま」と言ってくる。そこにたまたま僕がい

たり、後輩がいたりすると、「お帰り」なんて

言って。支局は、ご存じのとおり、テレビがあ

ると必ずＮＨＫが流されていると思うんです

けれども、そこのチャンネルを怜美ちゃんが変

えて、自分のみたい番組をみはじめて、「チャ

ンネル変えるな」なんて言ったりする、そうい

う生活をしていました。牧歌的で、ジャーナル

とはかけ離れている生活でした。 

地方版の記事を書くのが僕らの仕事で、例え

ば記事を書くときに、ある日の記事というのは

こんな記事なのです。梅雨時だったのですが、

「アジサイ咲いた」という見出しの記事。子ど

もが傘を差していて、その後ろにアジサイの大

きな花が写っているような写真、毎日新聞では

「絵解き」という言い方をするのですけれども、

写真が大きくて、原稿は 20行とか 30行、添え

物みたいな記事です。本当にタウン誌と変わら

ない新聞記者生活です。 

僕は、最初は海外に行ってみたいみたいなこ

とを言って、ジャーナリストみたいになりたい

なと思っていたんですけれども、ただ、その生

活を 3年とか 4年していると、こんな生活も悪

くないなとも感じていました。 

「アジサイ咲いた」という記事を書いた翌日

のことでした。2004 年 6 月 1 日、一本の電話

が多くの人の人生を変えてしまいました。昼過

ぎのことでした。「大久保小学校で子どもがけ

がをしたみたいです。救急車で運ばれたそうで

す」。倉岡君という 2 年目の若い記者から僕の

携帯に電話がかかってきました。当時、僕は人

口 2 万人ぐらいの町の予算のレクに出ていた

のですが、かなり慌てた感じの電話でした。け

がをしたというくらいだったので、どの程度な

んだろうとも思っていたのですが、倉岡君の声

がかなり上ずっていましたし、「佐世保署で副

署長に確認したので間違いありません」と言っ

ていたのです。副署長がわざわざ倉岡に言うく

らいだから、それなりの事件なんだなと思って

いたのです。 

ちょっと気になったのが、その大久保小学校

というのは佐世保支局のすぐ近くで、怜美ちゃ

んが通っている小学校だったことです。一旦電

話が切れて、また倉岡君からすぐに電話がかか

ってきました。次の電話は、「女の子、死んだ

みたいです」という電話でした。絶句ですよね。

やばいと思って、慌てて車に飛び乗って、支局

に戻ったのです。すぐに取材に行かなければい

けないと思ったのです。でも、支局に上がった

ら、肝心の御手洗さんがいないのです。デスク

なのに何やっているんだと、ちょっと僕もイラ

っときてしまったのです。 

しばらくすると、その御手洗さんから支局に

電話がかかってきたのです。電話をとると、御

手洗さんがたった一言、「怜美が死んだ」と言

ったのです。その言葉というのは抑揚もなくて

淡々としていて、聞いても、その「怜美が死ん

だ」ということの意味が僕には理解できなかっ

たです。返す言葉が全くみつからないでいると、

御手洗さんはもう一度「怜美が死んだ」と言っ

て電話を切りました。 
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呆然としていると、どれぐらい時間がたった

のかな、多分 10分、15分ぐらいだと思うので

すけれども、御手洗さんが支局に戻ってきまし

た。開口一番、「これは多分事件だわ、会社に

連絡して」と言ったのです。そう言い残すと、

御手洗さんはとぼとぼ佐世保署のほうに行っ

てしまったのです。参考人聴取を受けていたの

だと思います。支局の隣に佐世保警察署――Ａ

級署なのですけれども――があって、そこに行

ってしまったのです。その背中というのは、い

までも忘れられません。 

自分は新聞記者なんだな 

僕が御手洗さんに次に会ったときには、テレ

ビの画面の中でした。御手洗さんは記者会見に

臨んでいました。午後 9時のＮＨＫニュースだ

ったと思います。スーツを着て、ネクタイを締

めた御手洗さんが、マスコミの人間であるにも

かかわらずマスコミの取材に答えていました。

すごく違和感のある映像でした。ふだん支局で

は、田舎の支局なので、スエットとかランニン

グシャツでいたのですけれども、その御手洗さ

んがスーツを着て、ネクタイを締めて会見に臨

んでいる。一体何が起きているんだろうという

思いがしていました。 

少し時間を戻しますが、御手洗さんは「多分

事件だわ」と言って佐世保署に行った後、もう

職場には戻ってきませんでした。「会社に電話

して」と言われたので、慌てて本社、当時佐世

保支局ですので、本社は福岡総局になるのです

けれども、福岡総局に電話をしたのです。「御

手洗さんの娘が亡くなりました。報道部長――

東京で言う社会部長ですけれども――につな

いでください」と慌てて電話で言うのですけれ

ども、誰も電話を報道部長につないでくれない

のです。電話がどんどんたらい回しにされる。

誰も対応してくれない。こちらはもう――大事

件というと事件の感覚がないな――大変なこ

とが起きているということで、いらいらしてい

ますし、たらい回しにされているので、ふざけ

るな、この一大事に何をやっているんだと思っ

ていたら、当時、社会部のデスクをやっていた

山本修司というデスクが電話に出てきて、「川

名、これは間違いないのか」と聞くのです。「間

違いないですよ。だって、本人から『怜美が死

んだ』と聞いているんですから」と怒気を込め

て言い返したら、「じゃ、原稿に吹き込んで」

と言われたのです。「あ」と壁にかかった時計

の針をみたら、午後 1時半過ぎでした。夕刊の

締め切りぎりぎりでした。「勧進帳をやれ」と

言われたのです。それを聞いたときに、僕は足

が震えました。同時に怒りが沸き立ちました。

そして、当時、記者 4年目だったのですが、初

めて「あ、自分は新聞記者なんだな」というこ

とを実感しました。そのときの記事がこれです。 
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夕刊の最終版に載せています。「小 6 女児、

切られ死亡」という記事です。原稿自体は 20

行しかないのですけれども、1面で 5段で扱っ

ているのです。1段 4行で、ものすごく大きな

記事にしているということです。 

当時は、本当に怒りが沸き立ちましたけれど

も、夕刊に突っ込む、そして、こういう形でニ

ュースの扱いにするということは、すごく大事

なことだったんだろうなと、今は思っています。 

支局が躁状態に 

加害者は、怜美ちゃんの同級生の女の子でし

た。事件当時 11歳。酒鬼薔薇少年が 14歳です

から、それよりも 3歳下で、しかも女の子だっ

たわけです。加害少女は給食の時間に空き教室

に怜美ちゃんを呼び出して、カッターで首を切

りつけていました。呼び出して、しかも持参し

たカッターで切りつけている。殺意

を持っていた。少なくともはずみで

はないということです。どういうこ

と？ と思いますよね。 

当時の担任の教師は、目立たない

女の子だった、どこにでもいる普通

の女の子だったというようなことを

言っていまして「えーっ」となりま

した。 

新聞記者は、当たり前ですけれど

も、事件の動機、犯行態様、計画性

の有無、少女の生い立ちから家族構

成、全て取材をしますね。事件が発

生してから続々と応援の記者が本社

から集まってきました。支局の記者

は、僕と、もう一人、若い 2 年目の

記者しかいなくて、たった 2 人だっ

たのですが、その支局に 20人近くの

記者が来ました。西部本社だけでは

なく、東京本社からも事件担当デス

ク、82年入社ぐらい、つまり僕より

も 20 年ぐらい先輩のデスクが来て、

警視庁の一課担からも応援が来まし

た。みんな僕よりベテランでした。

僕の当時の感覚で言うと、子会社に

入ってきた本社の敏腕サラリーマン

に支局を乗っ取られてしまったなというよう

な感じですかね。 

職場が人だらけでコンセントを奪い合うよ

うな状態になっていて、御手洗さんのことを当

然知らない人もいる。事件を担当した記者は皆

わかると思いますけれども、一種の躁状態にな

っているわけです、支局が。その中で僕はメモ

を上げるだけで、記事を全て書くなんていうこ

とはとてもできないわけです。 

ただ、夢のまた夢でもあった東京 1面の記事

を、そこから僕は何度も書くことになるわけで

す。これです。東京の 1 面なんですけれども、

6月 2日付けの新聞です。事件の翌日です。「小

6、同級生切り死なす」という記事です。 

この日から、夕刊、朝刊で 1面、社会面で記

事を毎日書きまくるような日々が始まりまし

た。当然、警察の夜回り、朝駆けはしましたし、
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弁護士や関係者回りもしました。検察も回りま

した。裁判所関係者も回りました。同級生の親

も回りました。 

必死に「記者」という仕事にしがみついていた 

当時、警視庁の一課担もいましたし、事件担

当デスクもいましたし、東京からもデスクが来

ていて、僕は、「いいか、川名、絶対に抜かれ

たらいかんで」と言われたのです。「これは負

けられない戦いや」。僕もすぐそこでストンと

納得するわけではなかったのですけれども、警

視庁の記者とかが来ている中で、こちらは西の

果ての衛星支局の記者なわけです。4年目の同

期の中では、東京本社で仕事をし始めている記

者がいましたし、社会面で特ダネを書いている

記者も出始めていました。そういう中で、自分

は格好悪いところはみせられないなとか、功名

心がなかったかと言われたら、うそのような気

もします。一番感覚的に近いのは、そういう応

援記者がいたときに、地元の記者としてなめら

れたくないなという感じでしょうか。ただ、そ

れというのは、記事を書く側に回ってしまって

いるのです。被害者側ではなく。 

一方で、御手洗さんと僕というのは、3年間、

毎日一緒に仕事をしている上司と部下の関係

でもありましたし、夕飯を囲んだ間柄でもあり

ました。そのことを考えると、僕は人でなしに

成り下がったなと当時思っていました。 

で、そのことを気づかってくれる先輩記者が

いて、先輩記者には、「いいかげんな報道で怜

美ちゃんを二度殺すわけにはいかんのやぞ。お

まえが正しい報道をせえ」と言われたのです。

そのときにすごく納得した気がしていたので

す。 

でも、いま考えると、ちょっと違っていたん

だろうなとも思っています。なぜ僕が記事を書

く側に回って、被害者に寄り添わなかったのか。

いま考えると、御手洗さん一家と僕は非常に近

い関係でした。もし被害者側に回ったら、一緒

に悲しみに引きずり込まれてしまうだろうな

とも思ったのです。 

当時、記者 4年目で、ようやく仕事がわかり

始めて、仕事が楽しいとも思っている時期でし

た。ここで自分が記者の仕事をストップしてし

まったら、自分の記者人生は終わってしまうの

ではないかとも思ってしまったのですね。必死

に「記者」という仕事にしがみついていた、と

いうのが実のところだったのではないかなと

も思っています。 

事件の取材は約 100日間、3カ月ちょっと続

きました。少年審判の決定が出るまでやりまし

た。少年事件では少年審判をやるのですけれど

も、今回の女の子というのは 11歳でしたので、

14 歳未満なのです。だから、少年院に行く年

齢にも達していない。触法少年なわけです。14

歳未満だと、刑事罰は科せないわけです。その

ことに、取材しながら何となく整理できない思

いを抱いていました。 

口の悪い人は、「要は犬にかまれたのと一緒

だよ。しつけが悪かったという話でしょう。犬

を怒ってもしようがないじゃん」などと言いま

す。その言葉というのはどう捉えていいのかい

までもよくわからないのですが、結局、その女

の子は少年院にも行かず、児童自立支援施設に

送致されてしまいます。2004 年 9 月に児童自

立支援施設に送致されたのです。 

少年審判の決定通知で、動機の部分について、

社会性や他者への共感が希薄で、怒りを適切に

処理できないという特性があった、インターネ

ットや交換ノートのいさかいで怒り、殺意を抱

いた、というようなことを書いていました。 

共感性を持てない特徴がある未熟な女の子

が、インターネットのチャットでのトラブルや

交換日記などで勝手にキレてしまって、小説や

ホラーに傾倒して、人の死の感覚を持たないま

ま人を殺してしまった、というようなことが、

ざっくり言うと書いてあるのですけれども、身

もふたもないですよね。子どものけんかで、そ

れに動機を結びつけていますけれども、殺意を

抱くなどというレベルではないわけです。でも、

少年審判の決定通知というのはそれしか書い

ていないので、僕らとしても書くしかないわけ

です。 

どの少年事件でも一緒ですけれども、司法手
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続が終わってしまうと、それ以上書くことはあ

まりないのです。一方で、当然ながら、世の中

でもいろいろな事件がおきますし、司法手続も

終わるので、社会の関心も薄まってきます。応

援記者は、ピーク時で多分二十数人いたと思う

のですが、司法手続が終わったときには、みん

な自分たちの持ち場に帰っていくわけです。 

加害少女の父親に会いに 

支局長のいない支局で、僕と 2年生の記者だ

けが取り残される。その状況の中で、わだかま

りというんですか、もやもやするところがやっ

ぱりずうっと自分の中にあり続けました。 

そのときに、何をしようかと考えたのですけ

れども、司法手続の終わりが、僕にとっては事

件の終わりとは思えなかったのです。何をしよ

うかと思ったときに、加害少女の父親の話を聞

いてみようと思ったのです。当然ながら、親の

責任があるかどうかということは、必ずテーマ

になるので。 

加害少女は、山奥の一軒家に住んでいまして、

最初はマスコミがその自宅に殺到しました。東

京のワイドショー、いまでもよくテレビに出て

いるようなレポーターもいっぱい来て、当時、

少年法 61 条（家庭裁判所の審判に付された少

年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起

された者については、氏名、年齢、職業、住居、

容ぼう等によりその者が当該事件の本人であ

ることを推知することができるような記事又

は写真を新聞紙その他の出版物に掲載しては

ならない）の推知報道云々などという話では

なく、自宅も丸映しにして、加害者の父親も、

顔はみせませんでしたけれども、首から下全部

映すみたいなことをやって追いかけ回してい

たのですが、父親は逃げ回ってしゃべらなかっ

たのです。でも、司法手続が終わってしまうと、

そうやって追いかけ回したメディアも誰も来

なくなってしまうわけです。 

事件から半年後の冬でしたか、行ってみたの

です。自宅は、山奥の一軒家で、山の山頂付近

にあります。佐世保は、昔は旧日本海軍があっ

たので、山頂の方は海軍の配置がみえてしまう

ため、誰も住めない地域でした。戦後、そこ開

墾した集落の中に加害少女の家がありました。

支局から、その加害少女の自宅に行くには、山

道を車で 15 分ぐらい上るのです。街灯などな

い一本道で、その山道を上って自宅に行ったら、

もうすでに玄関のインターフォンは壊れてい

て、裸電球がぶら下がって明かりがついていた

ので、人がいることだけはわかる、そんな感じ

でした。 

「こんばんは」と会いに行ったら、何と、「ど

ちらさま」と言って加害者の父親が出てきてし

まったのです。こちらとしては、行ってみよう

とは思いましたけれども、行って何を話そうか

までは考えていなかったのです。ガラッとあけ

て、目の前に加害少女の父親が出てきてしまっ

たときに、逆に僕のほうがあたふたしてしまっ

て、しどろもどろになって、「毎日新聞の記者

で、僕は川名と言って」みたいなことを言って、

名刺だけ置いて慌てて逃げてきてしまうよう

な感じだったのです。 

でも、一回会って話ができると思ったら、や

っぱり会ってみようという気持ちになったの

です。それから加害少女の父親に会うために、

3 日に 1 回くらいかな、夜 10 時ぐらいに山道

を走って父親に会いに行くというようなこと

を始めました。 

最初は、本当に玄関先で応対するだけだった

んですけれども――加害少女の父親も、一家離

散していまして、一人で暮らしていたのです―

―だんだん、変な言い方ですけれども、打ち解

けてくるようになって、僕を居間まで通してく

れるようになったのです。1 対 1 で、夜 10 時

過ぎに 2人だけで話を聞いている。加害少女は

御手洗怜美ちゃんを殺してしまっているわけ

ですね、その父親なので、僕も包丁を持ち出さ

れて殺されるんじゃないかなと思いながら、半

年間くらい通っていました。 

実は、それを会社には一切言わずに、夜、行

っていたのです。会社に言ったら、おわかりの

ように、すぐ書けと言われるのは目にみえてい

たので、会社に言わずに内緒で行っていたので

す。 

最初、何をしゃべってもいいのかもわからな
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いのですけれども、向こうも 1人なので、世間

話をしたりとか、その暮らしぶりを話したりと

か、新聞も読めていない状況だったので、新聞

でどんなことが書かれているのかみたいなこ

との話をしていたりしているうちに、だんだん

加害者の父親が僕の存在を待つような関係に

なってきてしまったのです。相手がそういう心

持ちになると、逆に僕のほうが戸惑ってしまう

のです。相手は怜美ちゃんを殺した女の子の父

親なわけです。会社にも言わずに会いに行って

いる。何で会っているのか、自分の中でも整理

がつかなくなってくるわけです。 

一方で、話をする中で、僕と御手洗さんのつ

ながりも加害者の父親はわかってくるので、さ

らに相手は距離を縮めてくるわけです。「御手

洗さんはいまどうしていますか」とか、「御手

洗さんにどう謝ればいいですか」、「御手洗さん

は私のことをどう思っているんですか」みたい

なことを僕に聞いてくるわけです。答えられな

いですよね。答えるのは背信行為だと僕は思い

ました。 

答えられないということを言うと、今度はそ

の父親が「じゃ、川名さんは私のことをどう思

っているんですか」と聞いてきたのです。詰ま

ってしまって、つまり、僕は被害者でもないし、

遺族でもないのです。 

加害者の父親は月に 1回、御手洗さんに謝罪

の手紙を出していたのです。それを御手洗さん

は読みませんでした。読まなかった理由という

のは、読めば自分が壊れてしまいそうだから読

まない、と言っていたのです。それなのに、僕

はそういう存在と3日に 1回会っているのです。 

で、父親に「あなたはどう思っているんです

か」と聞かれたときに、僕は他人なんだなとい

うことを、その事実を突きつけられた思いがし

ました。自分はたかだか新聞記者にすぎないん

だな、ということをすごく痛感しました。 

父親が語る加害少女の姿 

一方で、関係がどんどん近くなってくると、

問わず語りのように、今度は加害者の父親のほ

うから事件のことを話すようになるのです。そ

の中で、加害少女がなぜ孤立したのか、なぜこ

んな事件を起こしたのかというときに、当時の

報道で、加害少女が変わったきっかけとして、

バスケットボール部を退部したということが

報じられていたのです。確かに、加害少女はブ

ログをやっていたのですけれども、ブログの内

容というのはバスケの話ばかりだったのです。

それが、バスケをやめてしまうと、だいぶすさ

んだブログになるのです。 

ちょっと抜粋すると、「このごろやばいっす。

昼飯食べてから何したか記憶がない」とか、「き

ょうはため息が出るほど暇でやんす。友だちと

遊んだりしないから。それは山の頂上で叫びた

くなりますよ」なんて書いてあるのです。 

そのバスケットボール部の退部というのが、

当時の報道で言うと、親がやめさせたという報

道だったのです。成績が下がったからやめさせ

たという話だったのです。そういう理由である

と、親の子育てに問題があるんじゃないかとい

うことがかなり報道でも指摘されますよね。で

も、父親の話を聞くと、実はちょっと違ってい

るようなのです。 

先ほども言いましたが、少女の家というのは

すごく山奥にあるのです。大久保小学校という

のは小さな小学校で、全校児童が 130人ぐらい

の学校なんですけれども、その中で 3～4 人だ

けがバス通学だったのです。山道なので、道の

両脇が高い木で覆われていて、片側一車線もな

い道で、昼でもバスがライトをつけて走るよう

な山道でした。そのバスの最終バスというのは

午後 6時だったらしいのです。それを逃すと歩

いて帰られなければいけない。バスケ部の活動

は放課後にあるんですけれども、午後 6時ぎり

ぎりまで練習をする。冬、暗い道、もしバスケ

の練習で最終バスを逃したら、どうするのか、

年頃の女の子を一人で帰すわけにいかなかっ

たので、やめてもらった、というのが父親の言

い分だったのです。自分でもどう整理していい

のかわからなくなって……。 

さはさりながら、でも、なぜ自分の娘が怜美

ちゃんを殺すことに気づかなかったのか。親だ

ったら気づくだろうとも思っていて、かなり最

後のほうには、自分でも詰めてというか、「何
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で気づかなかったんですか」ということを父親

にかなりきつい調子で聞いたのです。そしたら、

父親は、「なぜ娘が事件を起こしたのかわから

ない」と言うのです。 

事件は 2004 年 6 月 1日に起きているんです

が、父親の話ですと、その前日の夜に、娘が読

みたかった本をアマゾンで注文したというの

です。その本というのは、『チソン 愛してる

よ。』という、交通事故でガソリンが引火して

大やけどを負った若い女性が立ち直るノンフ

ィクションらしいのですが、それを加害少女は

読みたいと言っていて、父親が「注文したよ」

と言ったら、屈託なく笑ったというのです。 

でも、同じ夜に加害少女はインターネットで

怜美ちゃんの殺害方法を検索して、どの殺害方

法がいいかということを調べているのです。 

その事実を知ったときに、父親は「自分は何

をみていたんだろうと思った、全然わからなか

った」という言い方をしているのです。 

『チソン、愛してるよ。』とい

う本を加害少女は読みたいと言

い、それに対して父親が思い入

れがあった理由というのは、ち

ょっと事情がありまして、加害

者の父親は、少女が生まれた直

後に脳梗塞を起こしているので

す。半身不随の障害があったの

です。母親がパートに出て、父

親は自分ができる保険の仕事な

どを家でやっていたのです。普

通の家庭と違って、父親が子育

てをして、母親が働きに出ると

いう関係だったのです。父親は、

「娘をみる時間が足りなかった

のかもしれない、申しわけない」

と僕の前で謝るわけです。 

答えはなくとも書いてみる 

僕もどう整理していいかわか

らなくなってしまいました。む

しろ、もっと怒る場所、怒る対

象がはっきりすれば、振り上げ

た拳の落とし場所というのがわかったと思う

のですけれども、拳を振り上げたはいいのです

が、どうしていいか自分でもわからなくなって

しまって、それでも、そうなったときに、答え

なんかわからなくても、書いたほうがいいんじ

ゃないかなとも思ったのです。 

当時、加害少女の家庭は離散して、父親が一

人だけ佐世保の自宅に残っていました。その理

由というのが、小学校の卒業証書をもらうには

学籍を残す必要がある。そのためには住所を残

しておかなければいけないということで、自分

だけ残っていたのです。しかし、最終的に仕事

も続けられなくなって、佐世保を離れてしまい

ます。佐世保を離れるということを聞いて、佐

世保を離れた後に書くということを父親に了

解をとって記事を書いたのです。それが、「1

年半 見えぬ答え」という記事です。 

加害少女の父親を取材して、ここには書いて

いないですけれども、実は御手洗さんについて
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も、事件から 1年後に取材をして記事を載せま

した。 

お兄さんが二十歳になったら聞こう 

その中で、僕が 1人だけ取材をしていなかっ

た当事者がいるのです。それが、事件当時 14

歳、中学 3年生だった怜美ちゃんのお兄さんで

した。みんな腫れ物にさわるような感じですよ

ね。怜美ちゃんとは 3歳違いだったんですけれ

ども、お母さんが亡くなっていて、父親である

御手洗さんは新聞記者をしているので、兄妹の

仲はすごくよかったのです。ですので、誰も、

何をお兄さんに言っていいかわからない。当時、

どこかの識者が、もっと被害者にも取材をする

べきだ、みたいなことを書いていたのですけれ

ども、では、お兄さんに聞けるかというと、聞

けないし、聞きたくもない、というのが僕の正

直な気持ちでした。 

それでも、何というんでしょう、時間がたつ

につれて、何だか聞かなければいけないように

も思えてきたのです。とはいいつつ、僕は子ど

もの取材というのが苦手で、なぜかというと、

踏み込み方がわからない。大人だったら、かな

り失礼な質問をしたとしても、まぜ返して、ご

まかして、まあまあとか言いながらごまかしが

きくんですけれども、子どもというのはごまか

しがきかないと思っていました。もし 14 歳で

あるお兄さんを傷つけてしまったら、それは僕

が負える責任の範囲を超えてしまうだろうと

も思っていました。 

ただ、一方で、この佐世保事件に遭ってから、

犯罪被害者の方の話を聞くことがふえたので

すけれども、被害者のきょうだいの話というの

は、結構大きなテーマだということを何となく

感じてきたのです。同時に、家族にとって触れ

られたくない話題でもあるような気がしてい

たのです。すごく見過ごされがちなんだろうな

ということも、いろんな人にかかわることによ

って何となく感じ始めていました。 

そこで、自分の中で整理をつけて、この 14

歳であるお兄さんが二十歳になったら話を聞

こうと。二十歳になったら、少なくとも彼も自

分の言葉に責任を持てるだろうと勝手に整理

して、二十歳になったら聞こうと自分の中で決

めていました。 

事件から 6年後です。お兄さんに連絡をとっ

て、「話を聞かせてくれる？」というようなこ

とをしどろもどろになりながら言ったと思い

ます。そしたら、お兄さんのほうは割にあっさ

り「いいですよ」と。当時、僕は福岡にいて、

お兄さんは長崎にいたんですけれども、長崎ま

で会いに行ったのです。 

僕としても不思議で、「なぜ僕が話を聞きた

いと言ったときに、話してもいいよと、あんな

にあっさり言ったの？」と聞いたのです。そし

たら、「僕に話を聞きに来てくれたのは川名さ

んが初めてです。誰も僕の声に耳を傾けてくれ

なかった」と彼は言うのです。えーっと思って、

しびれてしまって……。 

実は、お兄さんは、事件の真相、これはイン

ターネットのトラブルや交換ノートのいさか

いなんかがあったんですけれども、そのことも

実は事件前に知っていたのです。なぜかという

と、そのこと自体を怜美ちゃんに相談されてい

たと。加害少女のことも知っていたと言うので

す。一緒にゲームで自宅で遊んだこともあった、

だから、「ああ、あの子か」と思ったと言うの

です。 

ところが、このお兄さんには、警察も、家裁

も話を聞いていない。ずっと誰にもしゃべらず

に黙っていたと言うのです。えーっと驚いたの

ですが、それからは、本当にダムが決壊するよ

うに話がとまらないのです。午後 1時ぐらいに

会ったと思うのですが、それから 6時ぐらいま

でずっとぶっ通しでお兄さんは話し続けて、そ

れでも足りなくて、飯を食いながら話をして、

「じゃ、また会いに行くよ」と言って一旦帰り

ました。また別の日に会いに行っても、話がど

んどんとまらなくなって、という感じで、本当

にびっくりしました。 

皆さんは、当時、被害者の父親である御手洗

さんがテレビで会見したりとか、手記を書いた

りしているのを何となく記憶にあると思うの

ですが、みんな、御手洗さんが立派な人間のよ

うにみえていたと思うのです。でも、お兄さん
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に言わせると違うのです。「2 人のときには目

の焦点が合っていなかった。このままおやじは

死んでしまうのではないか」と思ったらしいの

です。死んじゃうかもしれないと思ったときに、

彼は何を思ったかというと、「僕が泣いたらだ

めだと思った」。自分まで迷惑をかけたらだめ

だと思って、自分の心を閉ざしているのです。 

子どもというのは大人が思っている以上に

周りをよくみていますし、そして大人が信じら

れない速度で成長してしまうことがあるんだ

なと思いました。 

「謝るなら、いつでもおいで」 

彼は、ずっと感情にふたをしてしまうわけで

す。でも、そんなことがいいわけがないのです。

中学を卒業して、御手洗さんは佐世保から離れ

て福岡に異動しました。福岡の地方版デスクを

やることによって、御手洗さんは職場復帰しま

す。一日一日と御手洗さんが日常に戻っていく

わけです。 

一方で、お兄さんのほうは福岡の高校に入学

するんですが、親が日常を取り戻すと、子ども

のほうが限界に達してしまうわけです。「バケ

ツの水が全部ひっくり返った」。彼の表現だと

そういう言葉になります。教室に行けなくなっ

て、保健室通いが始まり、それも親を心配させ

るからと言えないわけですね。御手洗さんも恥

ずかしがっていましたけれども、「知らなかっ

た」。御手洗さんが知ったのは、もう学校へ行

けませんというとき、要は進学できないという

通知が来たとき、という話を聞きました。 

それからはもう臨床心理士や精神科医回り

をするわけです。でも、全然そこでお兄さんは

快復しないわけです。 

僕もこのときに気づいたんですが、犯罪被害

者というのはみんな同時に苦しむと思いがち

なんですけれども、違うのです。時差があるわ

けです。親であるとき、子どもであるとき、立

場が違うと、苦しみ方も違いますし、苦しむタ

イミングも違う。なのに、それを家族で共有す

ることはすごく難しい。 

犯罪被害に遭うと、家族が結束すると思いが

ちですけれども、あるいは僕がそうであってほ

しいと思っているのかもしれませんが、逆に崩

壊する家族も多いのです。理不尽ですけれども、

それが現実です。 

お兄さんは診療所めぐりをするのですけれ

ども、彼の言葉で言うと、「結果的には役に立

ちませんでした。頭の中でめぐっていることを

言語化できなかった。カウンセリングに行くと

『話してください』と言われるんですけれども、

話したいことを言葉にできない、それを伝えた

くても、その言葉がない」という状況だったよ

うです。 

でも、何というんでしょう、よくも悪くも新

聞記者というのは踏み込むのが商売ですよね。

こういう言い方をすると少し語弊があるかも

しれませんが、相手が話してくれると思ったら、

どんどん聞くわけです。結果的に、このお兄さ

んの場合に――という言い方になると思いま

すけれども、それがよかったようです。彼の言

葉で言うと、「話したことについて、実際この

部分はどうなのと突っ込んで聞いてくれるこ

とで、自分の中で、自分が何を考えているかわ

かった。何を話すかということのレールを敷い

てもらわない限り、自分も言葉として外にアウ

トプットなんかできない」という言い方をして

いるのです。ああ、そういうことってあり得る

んだなと思いました。 

お兄さんの話は、御手洗さんと違って、また

全然違う加害少女への思い、あるいは事件への

思いがあって、それが僕にとってはすごく衝撃

でした。怜美ちゃんと毎日一緒に遊んでいたお

兄さん、3つ違いで、関係性は深かったわけで

す。一方で、加害少女のことも知っている。そ

のお兄さんが加害少女のことをどう思うのか

なと思って、「加害少女のことをどう思うの？」

と彼に聞いたのです。そしたら、彼は、「加害

少女には普通に生きてほしいです」という言い

方をしたのです。えーっと思って、「それは本

当？」と聞くと、「ええ、そうです」と言うの

です。 

言葉としてすごく意外だったので、それをそ

のまま活字にしていいかどうか迷って、何度か

時間をずらして聞いているのです。でも、その
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ときにも、「いや、普通に生きてほしいです。

変わりません」。つい最近も連絡をとったので

すけれども、そのときにも変わっていませんで

した。 

普通に生きてほしいってどういうことなん

だろう、ということなのですけれども、それは

お兄さんの言葉をそのまま抜いてみますと、

「彼女には普通に生きてほしい。波瀾万丈なも

のは僕自身が要らないというものもあるし、一

回の謝罪があれば、あとはそれなりの人生を歩

んでほしいです。こっちはこっちで普通に生き

ていくつもりだから、相手もまだまだ何十年も

生きなきゃいけないし、ずっと謝られてもこっ

ちが困る。特に危ないことをせずに、ふだんの

生活を大切にしていってほしいということで

す」と言うのです。 

「結局、僕、あの子に同じ社会で生きてほし

いと思っていますから、僕がいるところできち

んと生きろと。結果として、それで僕が前に進

めるから、一回謝ってほしい。謝るなら、いつ

でもおいで。それだけ」と彼は言ったのです。 

その言葉を聞いたときに、本当にすごい言葉

だなと思いました。これはきちんと誰かに伝え

なければいけないなと思って、しかも、それは

きちんとしたボリュームで書かないと伝わら

ないことでもあるだろうなと、新聞では書き切

れないだろうなと思って本にしたのです。それ

が先ほど紹介された『謝るなら、いつでもおい

で』という本です。 

それを書いたりしたことで、何となくいろい

ろこういう話をさせてもらう機会ができたと

いうような感じでしょうか。 

個人の痛みにどう向き合うか 

今回のテーマが「犯罪被害者と報道」という

ことですが、僕の経験で言うと、僕の場合は、

この事件のときには身内でもありませんし、被

害者でもありません。新聞記者にすぎないわけ

ですね。 

でも、一方で、犯罪被害に遭った家族という

のは、家族同士で話ができない状況があるんだ

な、つら過ぎるし、そこから家族だけでは抜け

出せないということもあり得るんだなと思い

ました。 

家族ですと、生傷と生傷をぶつけ合うような

関係性になってしまうので、それはなかなか触

れられないところもあるんだろうなというこ

とも感じました。 

一方で、赤の他人だから話せる、赤の他人に

しか話せないということも、もしかしたらある

のかなとも思いました。また、赤の他人に話せ

ることのなかに、社会性のあるニュースが含ま

れることがあり得るんだろうなとも思いまし

た。 

改めて思いますけれども、メディアというの

は犯罪被害者にとっては他人ですし、他人だか

らこそ加害者にもなり得ると思います。そんな

に、いつもいつもいいふうにはならないでしょ

うし、加害者だと思われることも当然あり得る

だろうなと思います。 

一方で、犯罪被害者にとって他人が介在する

ことの意味、それをどう捉えるのか、それを僕

らメディアにいる人間は問われているんだろ

うなとも思います。 

それは例えば、メディアが書けることとして

言えば、単純な言い方になってしまいますが、

再発防止ということもあり得るでしょうし、被

害者側が絶対触れられない加害者側のことを

知る、あるいは伝えるということにもし意味が

あるのであれば、そこに踏み込むことが必要だ

と思います。あるいは隠れている問題というの

が当然あって、それは佐世保の事件のときには

きょうだいの問題だったんですけれども、それ

を他人がかかわることによって浮き彫りにす

るということができればいいなとも思ってい

ます。 

犯罪被害者と報道というのは、常に距離と関

係が問われることになるんだろうなと思って

います。犯罪被害者遺族、「被害者遺族」とい

う言葉を使うのですけれども、僕も普通によく

使っていたのですが、遺族、「族」なのかと思

うときがあるのです。複数人を常にイメージし

ていますね。でも、こういう犯罪被害というの

は、取材すれば取材するほど、被害は徹底的に
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個人なのです。痛みは常に複数の人が共有する

ものではなくて、個人的な痛みになるのだと思

います。その痛み、個人の痛みにどう僕らが向

き合うかということがメディアには問われて

いるんだろうなとも思っています。 

嫌な言い方ですけれども、多数決民主主義的

な時代にいまなっているというのか、効率の時

代というのか、多いほう、効率のいいほうの利

益が優先されるような時代にだんだんなって

きているのではないかなとも思っていて、一方

で、そういうところからこぼれ落ちる個人を、

どう救済するというとおこがましいですけれ

ども、どう向き合うかということが大事だなと

思っています。社会の歪みやひずみによって個

人がこぼれ落ちる可能性というのは常にあり

ますし、その個人を取り上げることができるの

は、少なくとも最初は政治でも行政でもなく、

報道であるべきなんじゃないかなとも思って

います。 

さはさりながら、僕は最初に申しあげたとお

り、平記者なので、常に現場では矛盾と向かい

合わなければいけなくて、矛盾の中には、いま

言っているような理想論じゃない現実もあっ

て、その中でどういう報道をしていかなければ

ならないのかということは、常に僕にとっても

向き合わなければいけないテーマだなと思っ

ています。 

これは理想論になりますけれども、向き合う

ことによって、結果的によい犯罪被害者報道が

できればいいなとも思って記者生活を続けて

います。 

 

＜ 質 疑 応 答 ＞ 

 

司会 どうもありがとうございます。中身の

濃いお話をいただけたと思います。 

私から何点か質問させていただきます。いま

も現場で取材をされているということで、座間

の事件なども取材をされたと。 

実は、この研究会をやるきっかけは座間の事

件でした。あのとき、被害者の報道、未成年の

女性もいっぱいいたわけですが、顔写真を出し

て、また実名で報道することにどれだけの意味

があるのか、さらしものにしているだけじゃな

いか、そういう批判が実は社内でも相当ありま

した。それで、しっかりいろんな角度から考え

ていきたいなということで、この研究会を企画

して、最初に高橋シズヱさんに来ていただいた

んですけれども、座間の事件の取材の経験をち

ょっとお伺いしたいのです。 

川名 座間は、結局、僕はたまたま出張して

いて行けなかったんです。 

司会 いろんな現場に行って、被害者の取材

をされていると思うんですけれども、佐世保の

ときから十何年かたっていますね、変わってき

ていると思います？ 

実名で書く怖さ 

川名 時代によって、報道のあり方というの

は変わってくると思うんですが、たとえば実名

の話ですね。多分朝日新聞がよくやっていると

思うんですが、最初の初報だけ被害者を実名に

して、続報からは匿名にするというスタイル。

毎日新聞も、記者がそう主張すると「ああ、変

えなければね」と、あまりしっかりルールを立

てていないんですが、続報になってからは匿名

にするということをやっていると思うんです。

それは新聞紙上であれば成立する理屈なんで

すが、いまはネットに載せる時代ですよね。初

報だけ実名で、続報は匿名というのは、紙ベー

スで考えると非常に理屈として筋が通ってい

るんですが、ネットになってしまうと、いくら

でも検索ができてしまうので、新聞紙上の理屈

が通用しない。これをどう考えなければいけな

いかな、ということは考えます。 

一方、実名、匿名の話で、匿名でもいいんじ

ゃないかという議論があって、どうあるべきか

と考えるのは、デスクだったり、上の幹部が考

えればいいやと思ってしまっているんですが、

現場の感覚で言うと、実名で書く怖さがあるん

です。 

匿名だと、無責任にというと語弊があります

が、あまり気を使わずに書けてしまうんですね。

けれども――きょうは高橋シズヱさんが来ら
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れているのであれですが――高橋シズヱさん

の記事を書いたんですが、実名で書くとものす

ごく緊張しますし、もし書いたことが違ってい

たら、その責任を負ったり、批判にさらされる

のは僕ではなくて、被害者の当事者になると思

うと、ものすごく気を使うんです。こういうこ

ともあり得るんじゃないか、ああいうこともあ

り得るんじゃないか、どうすればいい記事にな

るかということを自分の中で考えるわけです。 

でも、匿名にしてしまうと、匿名の場合って、

考える深みが変わってきますよね。それが、何

というんだろう、実名、匿名でどっちがいいと

いう話とは別に、相手との向き合い方が、実名

のときと匿名のときで平記者の場合は変わっ

てくるだろうな――それは変わってきちゃい

けないと思うんですけれども――変わってき

てしまうだろうなと思っていて、そこは記者と

しての責任を持つという意味においてのみで

言うのであれば、やはり実名で記事を書くとい

うことが、現場の記者としてはすごく大事なこ

となんだろうなとは思っています。 

 

司会 そういうところはあるかもしれませ

んね。 

先ほど、加害者のお父さんの取材の話もされ

ましたが、半年たつと誰も来なくなっちゃうと

いうことがあって、あれは御手洗さんの部下で

あるから取材を受けたのか、あるいは全然いま

まで来ない人が来てくれたので取材を受けた

のか、それは何か感じたことはありますか。 

川名 ちょっときれいな答え方になるかわ

からないですけれども、最初に行った理由とい

うのが、まず他人には、他社には絶対書かれた

くないなと思ったんですね。 

最初に行ったときには、潰しに行く、しゃべ

らないということを確認するために行ってい

たのです。なので、いきなり父親が出てきちゃ

って、逆にしどろもどろになっちゃったという

顛末なんですけれども、そのうえで、実際に会

うときにこちらが気をつけたのは、「御手洗さ

んという被害者と毎日新聞は別です、僕自身も

別です。毎日新聞だから、あるいは御手洗さん

と近いからということで僕に会うのはやめて

ください、そこは混同しないでください」とい

うことです。それを最初に言いました。ただ、

相手がどのくらいそれを自分の中で落とし込

んでいるかはまた別の話だと思いますが。 

司会 その加害少女はいま、もう 25～26 歳

ぐらいになるわけで、いまどうされているかと

いう具体的な情報というのは、例えば御手洗さ

んはご存じなんですか。 

川名 きぬ川学院という児童自立支援施設

に行ったわけですが、その間は、児相の関係者

がかかわっているわけです。そうした方から、

一定程度情報を得る可能性がある。ですが、児

童自立支援施設は児童福祉法が根拠法の施設

なので、18 歳を超えると出ることになる。そ

の後、基本的には情報が入ってこないというこ

とになります。 

 

司会 では、きょうはいろんな角度の話をい

ただいたので、いろんな議論を深めていければ

と思います。 

 

質問 川名さん、ありがとうございました。 

いろいろ共感したり、思い出したりしながら

聞きました。最後のほうで、赤の他人だから話

せるのかなと、確かにいろいろ伺っていると、

家族にも話せない、あるいは家族だから話せな

いことを聞くことがあるわけですけれども、多

分全くの他人だったら、それはそれで話せない

かなと思ったり、専門家に話すのと、記者に話

すのとも、さっきおっしゃったように、また違

う。柳田邦男さんが「2.5人称の視点」とおっ

しゃっていましたよね。自分じゃなくて、家族

とかでも、二人称でもなく、専門家として割と

冷徹にみる三人称でもなく、その間ぐらいの視

点がすごく大事だとおっしゃっていたと思う

んですけれども、そういうことかなと思いなが

ら聞きました。川名さん自身としては、その距

離と関係が問われるとおっしゃっていました

けれども、どんな他人がよりよい他人、メディ

アなのだとお考えでしょうか。 

川名 難しいですね。うらやましいなと思う
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人はやっぱりいて、それは遺族とのかかわり方

でについてです。メディアの人なんですけれど

も、例えば事件があってからも、一緒にカラオ

ケに行く記者がいたりするわけですね。別にそ

れは取材だからやっているわけではなくて、た

またま機会があって、被害者の方から電話がか

かってきて、きょうどこどこにいるんだけど、

一緒にご飯を食べない？ とか言われてご飯

を食べに行く記者がいるわけですね。あるいは、

その後、盛り上がってくると、カラオケに行こ

うかとなったり。 

座間の事件では、唯一実名で出てくる遺族が

いて、その遺族とつき合っている横浜の若い記

者は、ちょっとだけ小さくですが、「休日は一

緒に買い物に行くことがあります」みたいなこ

とが記事に書いてありました。 

そういう関係をつくれる記者というのは、き

っといい距離というか、信頼関係がつくれてい

るんだろうなと思うんですね。そういう記者に

なれている人はうらやましいなと思う。 

いろんな事件、たくさんの事件があるので、

その事件と、その事件に関係する記者というの

はいろんなパターンがあるとは思うんですけ

れども、その中で、うちの記者である場合もあ

りますし、他社の記者である場合もあると思う

んですけれども、一定程度メディアと取材され

る側という関係を超えてしまっている人間関

係が築けているというのがすごくうらやまし

いなと思いますね。 

そういう記者が書く記事というのは、同じ話

を聞いても、多分書く内容が変わってきますよ

ね。そういう記者になれればいいなとは思いま

すし、なれている記者をみるとうらやましいな

と思います。 

 

司会 僕からいいですか。御手洗さんが当日

に記者会見をされたじゃないですか。すごく印

象に残っていて、それは多分自分がいままで取

材する立場で、被害者の方を取材してきたので、

自分が同じ立場になった責任感というんです

か、あえて出てこられたんだろうなと思ったん

ですが、非常に悲壮というか、痛々しく思えた

んです。あのときは、取材者としてみられたと

思うんですが、どんなふうにお感じになりまし

たか。 

川名 テレビでみたんですけれども、「ふざ

けるな」という怒りが沸き立ちました。それは、

御手洗さん対して「ふざけるな」ではなくて、

御手洗さんをそういう表舞台に出したうちの

会社に対してふざけるなという思いでした。 

ただ、実は裏事情で言うと状況はちょっと違

っているみたいで、御手洗さん本人が出ると言

ったらしいんですね。御手洗さんは記者なので、

記者の理屈がわかっていたわけですね。もしこ

こで自分が表に出てこないと、家族に取材が来

るということをわかっていたので、先に自分が

出るということで家族を守るという理由があ

ったようです。 

一方で、完全に事件直後なので、まだ自分の

中に痛みが浸透していないわけです。まずは家

族を守らなければという思いだけで会見に臨

んでいたということです。 

司会 「痛みが浸透していない」という表現

をされたんですけれども、痛みが浸透した後、

会見に応じられたことはありましたか。手記を

書かれたりしたことがありますけれども、 

川名 会見は、事件当日と、あとは少年審判

が終わった日です。その 2回かな。 

司会 ありがとうございました。では会場か

ら質問を。 

 

質問 一つ思ったのは、遺族という言葉の話

をされていて、僕も「遺族」と書くときに、何

かなと思うことがあって、その違和感の一つは、

確かに「族」ということなんだなということは

いまうかがって、あ、なるほどと思いました。

確かにおっしゃるとおり、一人一人全く別だと

いうのは私も感じるところです。 

ちょっとテクニカルなことで思ったことを

お尋ねします。座間の事件での実名、匿名を初

報を実名にして、続報を匿名にする、この問題

では、弊社は大変難しい立場で、基本的にうち

は実名報道を掲げて、匿名にはしないのですが、

例えば連呼しないとか、リードと見出しには置
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かないで、後ろのほうに実名を入れるとかいう

形でいまは何とかやっています。先ほどのお話

で、初報を実名にして、続報を匿名にするとい

うのは紙面上は論理が通るとおっしゃったん

ですけれども、正直いって、私たちは通信社な

せいもあって、その論理のところがよくわから

ないところがあります。実際に匿名に突然する

と、「なぜお断りが出ないのか」という問い合

わせが殺到して、その対応と対処で原稿なんか

書いている場合じゃなくなることがあるんで

すが、その辺の感覚とお考えをちょっとうかが

えればなと思います。 

川名 難しいですね。まさに問題は一緒、共

有しているなという感じがして、その答えの部

分というのは、実は出しづらい問題ですね、こ

のテーマというのは。 

ものすごく理想論を言ってしまえば、実名を

出しても誰も傷つかないような社会になれば

問題はないわけですよね。だけれども、現実に

は名前を出すことによって――一緒に並べて

いいかわからないのですが――性被害の場合

や、あるいはこういう障害の問題であると、い

ろんな悪意が社会に出てくることがあり得る

わけですね。僕らの理屈だけで、実名主義で、

その社会の匿名の悪意みたいなものを全く無

視をするということはできないし、一方で、本

当に杓子定規な言い方をしてしまうと、秘密警

察にするわけにもいかない面もある。別々の論

理、別々の正義がぶつかってしまっていると思

うんですね。 

ではどうすればいいのかというのは、本当に

難しくて、僕自身も答えが出ていないとしか言

いようがない、申しわけないんですけれども。

これがまさにメディアが抱えている問題なん

だろうな、そしてメディアが軽く上滑りで批判

されている理由なんだろうな――上滑りとい

う言い方が適当かわからないですけれども、世

の中がマスコミ批判をするところと、こちらが

考えていることとがかみ合っていませんよね。

かみ合っていない中で、正論が何なのかもよく

わからないという……。すみませんごちゃごち

ゃしましたけれども、本当にどこに自分の足場

を置いていいのかわからないテーマだなとい

うのが正直なところです。すみません、うまく

答えられなくて。 

司会 新潟の事件で、今回、女の子の事件が

あって、顔写真が配信されてきたので、一回使

ったんですが、ぼけていて、ご両親がみたら、

絶対載せてほしくないだろうなという気もし

たんですね。きのうは僕が配信当番だったので、

もう一回載せたら、次は使わなくていいといっ

て外させたんです。できれば、名前も続報は匿

名にしたいと思っているんですけれども、なか

なか難しい問題が、特に配信を受けたりして、

自分のところに記者がいないところの事件だ

と、なかなかうまくいかないというところもあ

るのかなと思います。 

また違った角度で伺いたいんですけれども、

勧進帳で吹き込んだ 20 行、凸版の 4 段見出し

の、なかなかみることができない記事だと思う

んですけれども、それを書かせた「ヤマシュウ」

こと山本修司記者は私もよく知っている人で、

昔、一緒に特捜部を回っていた人なんですけれ

ども、いま西部本社の編集局長ですよね。 

このときは、いろいろ何てことをさせるんだ

とか、非常に思いがあったと思うんですけれど

も、いま年齢が同じような立場になってきて、

これからデスクになっていかれると思うんで

すけれども、そのときの山本デスクの判断とい

うか、勧進帳を吹き込めと言った、それについ

ては、何か思いというのは変わったところはあ

りますか。 

川名 当時は 4 年目の記者でしたので、「ふ

ざけるな」と思いましたし、「この人は鬼だな」

とも思いました。でも、一方で、もし仮に自分

が同じ立場のデスクになったときに、「じゃ、

吹き込んで」と軽く言うかどうかは別なんです

けれども、何らかの形で情報を反映させようと

するのは間違いないと思います。 

すごくつらい言い方にはなりますけれども、

極めて当事者に近いところですし、情報に近い

立場にいる人間が一定程度情報を話すという

ことに対しては、そこに重点を置かなければい

けないと思います。 

例えば警察庁でこの情報が入ってきたよと



18 
 

いって書くことと、佐世保支局で一緒に仕事を

していた記者が電話で吹き込む内容とは、多分

情報の圧が違いますよね。そこに対して、それ

を大事にすることは、きっと必要なんだろうな

と、いまはちょっと大人になったので、整理が

つきます。 

司会 なるほど。当時、鬼だと思ったと思う

んですけどね。 

ほかにどうでしょうか。意見でもいいです。 

 

質問 お話しぶりをうかがっていますと、非

常に考えながら語っておられて、多分こういう

人だから、中に入っていって取材ができるのか

なと、そんな感想を持ちました。 

事件記者だと、かなり短期勝負みたいなとこ

ろがあって、強引な人も中にはいると思うんで

す。そういうのと対極にあるタイプの方だなと

感じました。そういうことってすごく大事だと

僕は思っているので、きょうのお話は本当に参

考になりました。 

そのうえでうかがいたいのが、会社に何も言

わないで加害者のお父さんのところに行かれ

ていた。御手洗さんにも何も言わないで行かれ

ていたわけですか。 

川名 会社よりも先に、絶対に御手洗さんに

は言わないでおこうと思いました。その御手洗

さんに会社よりも先に言うということは、御手

洗さんに対して判断をさせることになると思

いましたので、それは絶対にさせないという気

持ちが強かったですね。 

これは、ちょっと経緯としては複雑なんです

けれども、まず父親から話を聞いていて、父親

の話をかなりの時間ですけれども、支局に帰っ

てから自分でメモをたくさんつくっていたん

ですね。で、加害少女の父親が引っ越すことが

決まって、引っ越した翌日に原稿でデスクに、

こういう話があります、と持っていったんです。 

僕は、なぜ会社に言わなかったのか、なぜそ

れだけ時間をかけたのかという理由は、一応自

分なりに見極めようと思っていたのです。加害

者の父親がどういう人間であるか、そのつき合

いを通して、まあ、書いてもいいんじゃないか

という自分の中の判断をして原稿にして出し

たんです。 

記事として載る前に御手洗さんに原稿が渡

り、御手洗さんに結果的に掲載の可否を判断さ

せることはしたくありませんでした。 

僕は、全部記事になったときに御手洗さんに

「記事に載せます。全責任は自分にあります」

という、若気のいたりでそういうことを思って

いたんですね。 

 

質問 私は記者の研修を担当しています。そ

の関係でうかがいたいんですけれども、おそら

くほかの会社も一緒だと思うんですが、この春、

入ってきた新人というのは、軽井沢のバス事故

（2016年 1月 乗員・乗客 41人のうち亡くな

った 15 人全員が大学生だった）のちょうど同

世代で、弊社に入ってきた新人たちも取材を受

ける側になった経験をしたという記者がいま

した。その立場から、自分が報じる側に変わる

ことで、一方で取材される痛みみたいなものを

感じたものですから、さっきの川名さんの話じ

ゃないですけれども、バランスというか、どう

とればいいのか、その葛藤、自分が近しい人の

ことを報じられるのかなというのを研修中も

悩んでいるという声を聞きました。 

さっき、一方で納得しつつも、人でなしに成

り下がる、みたいなことを言われたと思うんで

すが、当時、その葛藤をどういうふうに折り合

いをつけたというのか、最終的に納得させたの

か。さっきのおっしゃった先輩の一言で納得を

されたんでしょうか。それとも、何か別のエピ

ソードみたいなものがあったのか、それとも最

終的に納得できないままでもやるべきだ、みた

いなことで、報じる側と当事者のバランスみた

いなところで、納得できないまま報じ続けたの

か、そのあたりについて、もう少し詳しく伺え

ればと思うんですけれども。 

川名 軽井沢の事故は、僕は千葉支局で、遺

族の取材を 1年生にもさせていたので、すごく

印象深いです。 

まず僕の自分の話で言うと、納得していたか

というと、自分でもわかりません。先輩記者に、
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「二度殺すわけにいかない、おまえが正確な報

道をしろ」と言われて、そうだなというふうに

自分を思い込ませたとは思います。 

思い込むことができる宗教みたいなものが

あると、すごく自分としては心が折れないとい

うか、あるいはかろうじて何とかやっていけた

というところはあって、さっきも言いましたけ

れども、実際にはあまりにも近い人だったので、

自分が悲しみに引きずり込まれないようにし

がみついていたというのが実情だと思います。 

ちょっとずれるかもしれませんが、バス事故

のときに、支局の 1年生記者が遺族の取材に行

きたくないと言ったんですね。千葉のとあるマ

ンションにその被害者の子が住んでいて、各社、

その家の前で待っていたんです。そのときに、

「行きたくないです」と言われたんですが、で

も、僕は「行くべきだ」と言いました。行って

断られること、行って怒られることというのは

記者にとっては大事なことでもあるような気

もしましたし、実際のファクト――ファクトと

いう言い方は傲慢ですけれども――そこに向

かい合わないで頭で考えているよりは、向かい

合うことが記者にはすごく大事だとも思いま

した。行きたくないと言っていた記者は女性だ

ったんですが、取材にいった先が大きなマンシ

ョンで、たまたま、遺族ではないのですが、被

害者と友だちだったという子がいたんです。1

年生なので、同世代なので、気を許したのか、

随分 20分、30分と話をしてくれたらしいんで

すね。 

その話を聞くことによって、記者は、この事

故がどういうことだったのかということを理

解したようなんです。年輩の記者だと、事件発

生現場は軽井沢で、千葉でもらい事故だなんて

いう感じになっちゃうと思うんですけれども、

そうじゃなくて、1年生は、そこで、たとえ遺

族ではなくても、友だちだった人に話を聞いた

ときに、初めて事故の重大性、重さというもの

に気づきましたし、結局、1行も載らなかった

んですが、そこで被害者に近い人の話を聞くこ

とによって、若い記者のスタンス、物の見方が

変わってきたような気がするんですね。なので、

そこはすごく大事なことなんだろうなと。 

話がずれてしまって恐縮ですけれども、あの

事故のときに、あの 1年生がそれでグンと変わ

ってきたのを目の当たりにしたので、現場の取

材というのは大事なことなんだなと思いまし

た。 

質問 いまの話の確認ですけれども、行くべ

きだ、行って怒られることが大事だというのは、

全部それは 1 年生にも直接そういう言い方を

されたんですか。 

川名 怒られることが大事だという言い方

はしませんでしたけれども……。 

質問 ファクトに向き合うことが大事だみ

たいなことも……。 

川名 どういう言い方だったか……。「行っ

てごらん」みたいな何となく軽い調子で、「行

け」とか、そういう言い方じゃなく「行ってご

らん」「行っておいで」みたいな、丸い感じで。 

質問 特に行く意義みたいなことを説明し

たわけではなくて。 

川名 言わなかったと思います。行けばわか

ると思いましたし、そこで「逃げちゃだめだよ」

という言い方はしたかな。 

そこで、少しずれるのかもしれないですけれ

ども、僕も新人に話すことは最近あるんですけ

れども、遺族の取材をしたくないという人がす

ごく多いんですよね。本当に多い。その中で、

遺族の取材をすることは、遺族を傷つける、遺

族に嫌な思いをさせるのが嫌なのか、それとも

遺族が怒ったり、きついことを言われて自分が

傷つくことが嫌なのか、それがごちゃまぜにな

っているような気もするんですね。 

それは現場に行くことで、自分がどういう理

由で嫌なのかということがわかるような気も

しているんです。だからといって、遺族にひど

いことをするべきだということではなくて、遺

族を利用するということでは全然ないんです

けれども――そこは無茶苦茶なことをやるな

よとは思いますが、でも、何というのかな、僕

も偉そうなことは全然言えないんですけれど

も、自分の経験上、現場に触れることで自分が

逃げられなくなるということがやっぱりある

と思うんです。自分が逃げられなくなる状況に
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なることは――いいというと悪いな――記者

としては必要なのかなあという気がしていま

す。 

あまりいい答えじゃなくて、すみません。 

質問 例えばそういう中で、そこがメディア

スクラムみたいな状況になっているとしたら、

それでも「行ってごらん」と言えるんですかね。 

川名 だから、そこがつらいなと思っている

ところでもあって､例えば、いまはどうかわか

らないですけれども、地方の支局だと記者同士

が仲がいいんですね。その中で、「どうする？」

というような話をして、「一回だけちょっと待

ってみて、一言聞いてみてだめだったらみんな

で退散しようか」みたいな、紳士協定がつくり

やすいんですね。 

だけど、こういう都会に来てしまうと、そこ

で抜け駆けをしてしまう記者がいたりとか、あ

るいは上司に「そんなこと言っているなよ」と

きつく怒られたりとか、週刊誌の記者が来たり

とか、その辺のところの不確定要素がすごくふ

えてきてしまうので、それがきついなという気

がします。 

 

司会 取材される立場の高橋さん、何かいま

までの議論を聞いていて、何かございますか。 

高橋シズヱさん どうも貴重なお話をあり

がとうございました。 

遺族の家庭が崩壊しているというか、自分の

体験に照らし合わせても、一見普通にみえるん

ですけれども、精神的にはうちも崩壊していた

ということがありました。それが修復されたの

が、9.11 のご遺族の人の話をうちの娘が聞い

て、それで娘が気がついて、ということがあっ

たんですけれども、それまで、私も娘はよく話

すので、多分いま息子はまだだめなんですけれ

ども、私も気づかなかったということがあって、

それは御手洗さんのおうちでも同じなんだな

とお話を聞きました。 

そういう中で、川名さんがその中に入って、

家族の関係を修復するような力になれたと思

いますか。 

川名 それは、そこまでは思えないですね。 

高橋 お兄さんはいま、例えば御手洗さんが

最初の記者会見をやったこととか、そういうこ

とについて、あるいは、加害少女が謝るという

ことについて――謝るということについて、多

分御手洗さんとお兄ちゃんは意見が違ってい

たと思うんですね。 

川名 はい。 

高橋 そういうところでの親子での話し合

いとか、そういうことが持たれたのかとか、お

兄ちゃんが感情を押し殺してしまった、それが

多分ふたがとれて、何でも言えるようになって、

それがお父さんに対して、親子での会話が再開

して、実はあのときこうだったんだというよう

な話にいまは至っているんですか。 

川名 それは至っているところはあると思

います。 

高橋さんにもお伝えしたいのですが、まず、

事件に遭って、親が子どものことに気づくなん

て、僕は無理だと思います。親自身が精いっぱ

いになっていて、さらに自分の子どもにまで気

が回るかといったら、そんなに回るわけないじ

ゃないと思うんですね。 

いろんな遺族の話を聞いていて、親が残され

た子どもに、自分ができなかったことを悔やむ

ことがあるんですけれども、でも、僕は、御手

洗さんにも言うんですが、それは違うと思って

いるんです。子どものほうにまで目を向けるの

は親ではなくて社会、あるいはメディアでもい

いんですけれども、別の外の人間が目を向けな

ければいけなくて、親だから、そこまで子ども

のことを気づけというのは無理だと思ってい

ます。そこは強く言いたいところですね。 

御手洗さんの親子関係で言うと、父親である

御手洗さんは、本が出るまで息子の思いという

のは気づいていませんでした。息子がそういう

思いを抱えていることに対して、やはり驚きが

あり、驚きがあるのと当時に、さっき高橋さん

がおっしゃったように、考え方の違いというの

も感じたと思います。それは加害少女との向き

合い方に出てきていますけれども、例えば、そ

れはさっきも言いましたが、関係性によって違



21 
 

うわけですね。親と娘の関係性、兄と妹の関係

性というのは多分違いますよね。 

お兄さんの場合は、お兄さんにとってはこれ

からの人生があるわけです。そうすると、ベク

トルの方向というのが御手洗さんとは多分変

わってくると思うんですね。そこは、そういう

ものだと思うんです。それも含めて、何となく

時間がたつにつれて、これは僕の憶測ですけれ

ども、親である御手洗さんも、そういう感じな

んだなということがわかってきているような

気がしています。属人的な問題だと思いますけ

れども、御手洗さんはやわらかい人なので自分

の息子みたいな考え方もあり得るんだろうと

いう受け入れ方はしていると思います。 

 

司会 ほかにご質問、ご意見等はございませ

んか。感想でもいいので、どうですか、一言。

マイクを回して、強制的に（笑）。 

 

質問 貴重なお話をどうもありがとうござ

いました。怜美さんのお兄様と 6年ぶりにお会

いになられて、その時間、場所も変わっていま

すし、年月も経ているわけですけれども、その

間に、このお兄様が被害者の兄という存在であ

るということを、実名報道によってコミュニテ

ィの中で知られているということもあったと

思うんですが、そのあたり、お兄さんご自身は

どのように受けとめていらっしゃったのでし

ょうか。 

川名 御手洗という苗字はやっぱり珍しい

んですよね。なので、特定はされやすかったと

思います。 

まず、事件直後なんですけれども、佐世保の

中学校に通っていて、そのときには同級生が結

構フォローをしてくれたみたいなんですね。学

校に戻ってからも、彼が喜んでいたのは、普通

に接してくれたと言うんです。久しぶりに学校

に行ったら、学校でも普通に接してくれて、放

課後みんなでゲームやってみたいなことをし

てくれて、普通に接してくれたと言うんですね。 

でも、福岡の高校に行ってからは、名前によ

って特定されたからなのかもちょっとわから

ないんですけれども、蚊帳の外に置かれてしま

ったように感じていたと言っていました。 

なので、そこでどうなんだろうな、いろいろ

被害者のケースによって違うと思うんですけ

れども、佐世保事件の御手洗さんの息子として

は、名前が出たことによって苦労するというこ

とはあまりなかったような気がしていて、イン

タビューをしたときにも、僕は匿名――二十歳

で名前を出してもいいと言われればそうなん

ですけれども、名前は出さなかったのですが、

「別に名前を出してもいいよ」とも言われて、

僕がおじけづいて、匿名にしちゃったんですが、

という感じでした。 

質問 その蚊帳の外というのが、自分の中の

疎外感ですとか、そういうことにつながってい

ったということはなかったということなんで

すね。「名前を出してもいいよ」とご自身でお

っしゃっていた。 

川名 若いので、いろんな問題が入り組んで

いるような気がするんですね。結果的に、ただ

お兄さんが事件後にちゃんとした学生生活を

送れたかというと、福岡の高校で学校に行けな

くなってしまって、高校に入り直したりとか、

その後、高校を卒業するのも 4年かかってしま

ったりとか、苦労をしているんですね。それが

どうしてかと言われると、いまおっしゃられた

ような、名前がみんなに知られているというこ

とも一定程度あるのかもしれませんし、自分の

中で、抜け出せない思いがあるからかもしれま

せんし、その辺、理由が一つではないような気

がしています。ただ、相当苦労はしていたと思

います。 

質問 ありがとうございました。 

司会 こちらの若い方、お二人。ちょっとマ

イクを。感想でもいいです、一言。 

 

質問 いま私は記者 2年目になりました。社

会部に所属しているんですが、特ダネを取って

こい、それが視聴率につながるという考えを持

っている人が多くて、その近道という言い方は

非常に失礼かもしれませんが、被害者の方であ

ったり、加害者の方にどんどん取材に行ってこ
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いと言われるんです。平記者にとってみたら、

ちょっとそれは違うんじゃないかという気も

して、ただ、デスクからは「行ってこい」と。

アドバイスみたいなものがあれば、非常にあり

がたいです。 

川名 僕も平記者なので、まさにその問題点

を僕も抱えていて、そういう悩みというのは時

間をかければ解決するという話では多分ない

ような気がしていて。割り切る人は割り切って

しまうと思うんですけれども。 

さっき誰かの質問に答えようと思って答え

そびれちゃったんですが、すごく考えながら、

という話があったんですけれども、実は、記者

の経年というか、キャリアが長くなれば長くな

るほど迷いがふえてきているような気もして

います。若いころは勢いで書けるんですけれど

も、それなりに何度も同じことをやっていると、

いろんなことを考えてしまうのです。ああでも

ない、こうでもないと悩むことが実はふえてし

まっている。 

なので、その悩みは、解決することはない、

ということはあらかじめ言ったうえで、ただ、

こういう言い方をすると語弊があるのかなと

思うんですけれども、僕も遺族の取材をするこ

とが好きなわけではないですし、積極的にした

いとか、そういうことともまた別だと思うんで

すが、取材していていつも思うのは、遺族の人

と会ったときに、やっぱり胸を打たれることが

多いんですね。それは遺族がどういうスタンス

であれ、どういう感情であれ、そこに本物があ

る気がしているんですね。言葉自体が全て本物

で、うそがないということがあるんですね。 

それは、さっき言った、個人というところの、

個人の本当の言葉が出てくるからだと思うん

です。その言葉の強さにいつもたじろいだり、

驚いたり、いろんな感情が起こるんですけれど

も、それを聞くことと、あと、その個人的な思

い、人の心に届く言葉というものを伝えること

ができたらいいなとも思ったりしています。そ

れはいつもいつもうまくはいきませんけれど

も、ただ、そういう機会に恵まれると、これは

伝えなければいけないと思うことがあるんで

すね。 

そのためには、程度もありますし、やり方も

あると思うんですけれども、現場に行くという

ことはやっぱり必要なんだと思います。なので、

上に言われて行くのも確かにつらいなと思う

し、だけど、その中で本物の言葉に出会う可能

性もあるということを、何となく支えにしてや

っていくしかないんじゃないかなという気は

しますね。答えになっていなくて申しわけない

ですけれども。 

 

司会 隣の方、最後に。 

質問 僕もまだ入社して 2年目で、いろいろ

勉強になりました。僕は初めて出た地取りが座

間の事件でした。顔写真と独自の合掌している

動画を、被害者に近い人にたまたま当たれて、

たまたま撮ってくることができました。デスク

的には「よくやった」という感じなんですが、

僕の中ではずっと、そこまでして被害者をえぐ

るというか、撮ってきた動画に何の意味がある

んだろうという疑問が解決されないままに時

間が過ぎていて･･･それがきょう、川名さんの

お話を聞いて、そういう無念といか、思いを伝

えることも大きいのかなというのは、大変勉強

になりました。 

今、オウム取材がかなり動いているテーマで、

後継団体の取材が多くなっています。そのなか

で、アレフとかの現役の信者の方、東京拘置所

の前を回る彼女らにマイクを向けて、「麻原の

ことをどう思っていますか」みたいなことを聞

いても何も返事がなくて、それを「・・・」の

ままにオンエアしている。まだこのように後継

団体の勢いが続いているともみえるような取

材をしているんですけれども、それって何だろ

うなと思うところがあって、いわゆる犯罪加害

者の後継団体を報道することについて、特にオ

ウム事件の場合など、どう思われますか。 

川名 加害者の取材をしないのと、加害者の

取材をするのと、どちらがいいのかという二択

になれば、それを報道するかどうかは別として、

取材をすることの方が大事だと思いますね。 

加害者の取材の難しいところは、加害者の取

材をして、どの視点に基づいて報道するかとい
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うことだと思うんです。特にオウムの場合は、

おそらく事件のときというのは、若い記者はま

だ全然記憶にないわけですよね。若い記者にそ

の視点を持てと言われても、ちょっと無理があ

りますよね。その部分の難しさ、時間がたって

しまったことの難しさというのを、オウムの事

件では感じますね。 

ちょっとずれてしまって恐縮ですけれども、

僕も加害者の取材に行ったりしますが、取材し

たことを全て報道するかというと、報道しない

し、テレビの事情と違って、僕の場合は、加害

者側の取材をするときには、上に言わずに取材

して、取材したものを記事にしていいと思った

ら上に言う、という感じでやっていたし、いま

やっているというと怒られるけれども、そうい

うことはしているんですね。 

その部分は結構難しくて、被害者よりも加害

者の報道をするということの難しさ、視点のと

り方というのは難しいんですけれども、そこは

上司がしっかりした考え方を持たなければい

けないとも思います。上司だけじゃなくて、メ

ディア全体として、もうちょっと考えなければ

いけないんだろうなという気はします。 

だから、平記者として、そこで取材をすると

いうことは大事だと思います。それをアウトプ

ットするときの仕方というのは、もうちょっと

考えたほうがいいんじゃないのかなという気

がしますね。 

だから、若い 2年生の記者に対してのアドバ

イスには何もなっていないですけれども、そこ

は悩まれるのは当然だと思いますし、そこで上

とどう折衝するか、実は難しいですよね。僕も

同じ立場だったら、すごく悩むと思います。 

ごめんなさい、答えになっていなくて、申し

わけないです。 

 

司会 ありがとうございました。それでは、

川名さん、最後に締めていただいて、先ほど控

室で書いていただきました。「個人の痛みと向

かい合う」ということで書いていただきました。

この言葉も踏まえたうえで、一言、締めの言葉

をいただけますか。 

川名 犯罪被害者報道についてはいろんな

議論がありますが、若い記者でもそういう取材

をしたいという人が割に多くて、何でかなあと

も思ったりするんです。やっぱりそこに個とし

ての人生が浮かび上がってくるからなんだろ

うなとは思うんですね。 

これだけ世の中が効率重視の時代になって、

多数決で多いことがよいとされる時代の中で、

やっぱり個の自由が担保されていかなければ

いけないなとすごく思っていて、個人がその自

由を奪われて、すごく不条理な境遇に置かれて

しまっていることに対して、メディアとしてど

う向かい合うかということが今問われている。

その問題について若ければ若い人ほど意識的

になっているんじゃないかなと思いました。 

時代とともに被害者報道というのは変わっ

てくると思うんです。ネットの話をしましたけ

れども、時代とともに報道のあり方というのは

違っていく中で、その中で何を報じるべきなの

か。個人を大切にして考えていかなければいけ

ないのかなと思っています。まだいま僕も現場

にいますので、それを考えながら取材をしてい

きたいなと思っています。 

きょうはご清聴いただきまして、どうもあり

がとうございました。 

司会 ありがとうございました。（拍手） 

文責・編集部 

 


