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司会（江木）本日は、大久保さん、杉田さん

の順で、それぞれ 40分ずつお話を伺います。 

それでは、まず大久保さん、よろしくお願い

いたします。 

大久保真紀・朝日新聞編集委員 こんにちは。

いま、ご紹介いただきました朝日新聞の大久保

真紀です。このたびはこのような機会を与えて

いただき、ありがとうございます。 

今日、表題に「限りなく近く、しかし、同化

せず」と書かせていただいています。記者クラ

ブ賞の贈賞理由の中でも、この言葉を評価して

いただいていますので、今日は、この言葉とと

もに現場で私が何を感じてきたのか、何に悩ん

できたのか、何を学んできたのかということを、

取材現場で出会った方々を通しながらお話し

できたらいいなと思っています。 

記者になって 34 年ですけれども、社会部の

記者なので、何でも取材をします。その中でも

私が続けてこられたのは、日々の取材の中で出

会いがあって、そこに感動する自分がいるから

なんですね。市井には、無名ですけれども、書

き残しておきたい人の人生があります。その人

生との出会いによって、私は多くのことを学び、

いまの私があると思っています。 

念願だった中国残留邦人の取材 

1993 年 9 月 5 日、この日の出来事をご存じ

の方もいらっしゃるかと思います。中国残留邦

人の歴史の中では特筆すべき事件です。12 人

の中国残留婦人と孤児が日本のパスポートを

握りしめて、「日本で死にたい」と言って帰っ

てきた「中国残留婦人らによる強制帰国」です。

日本の戸籍があり、日本のパスポートを持って

いるわけですから、帰ってこられるのは当然な

のですが、「強行」という名前がつくぐらい、

彼女たちが強行しなければ帰ってこられなか

ったという背景があります。 

私は入社前から、新聞記者になったら中国残

留邦人のことを取材したいなと思っていたの

で、支局時代、それから社会部に来てからも、

コツコツと自分で取材をしていました。でも、

大体出るのはベタ記事という、1段の小さな記

事だったのですが、93 年 9 月 3 日、この事件

の 2 日前に支援団体の方から電話がかかって

きまして、「大久保さん、2日後に 12人の残留

婦人が帰ってくるから」と言われたんですね。

「えっ、どういう意味ですか」と。 

その支援団体の方は、日本になかなか帰って

こられない残留婦人の方々を集団で一時帰国

させるのを支援する活動をされていました。ふ

だんの一時帰国ですと、大勢が迎えに行って、

「よくお帰りになりました」と言って、2週間

一緒に過ごすんですね。観光地にも行ったりし

て。でも今回は「12人が帰ってきます」と言う

だけで、「えっ、お迎えに行かないんですか」

と言ったら、「僕は行きません」と言うのです。

いくら聞いてもらちが明かなくて、「ん？」と

思いました。9月 5日は、私はやっと久しぶり

の休みが取れると思っていたのですが、「えっ、

帰ってくるの？」となりまして、でも行ってみ

ないと分からないので、仕方がないなと思って、

教えてもらった飛行機の時刻に成田空港に行

きました。 

そうしたら出てきたのは、56歳から 80歳の

12 人の日本人女性でした。本当に地味な服装

で、小さな荷物を手にして出てきたのです。片

道切符です。「このまま待っていたのでは日本

に帰ってこられない」「日本で死にたい」と口々

に言って出てこられました。 

実はその前にも、私は 91 年に中国に取材に

行っておりまして、中国での彼らの生活が非常

に厳しいということを知っていました。残留婦

人というのは、敗戦当時 13 歳以上の人たちの

ことをいいます。これは国が呼んでいるのです

が、自分の意思で残ったとされていました。残

留孤児というのは、敗戦当時 12 歳以下だった

人たちなんですね。 

当時は、日本の戸籍があっても日本に帰って

こようと思うと、親族の受け入れが必要だった

んですね。多くの場合、戦後長い間たっていて、

両親は死亡している、兄弟もいない。あるいは、

長年中国に住んでいる中で、中国で家族ができ

ます。ですから、そんな（家族まで）面倒みら

れないよと親族に帰国を拒否される残留婦人

たちが大勢いました。（93年 9月 5日に）帰っ
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てきた人たちは、そういう方々だったんですね。 

先ほど言いました支援団体の人に招かれて、

彼らは 93 年 9 月の前に一度、日本に一時帰国

しています。そのときに、何とか支援を得て日

本のパスポートを手に入れて、それを持って中

国に帰り、そしてこの 9月 5 日に 12人がパス

ポートを握りしめて来たということなのです。 

中国の社会で生活してきた彼女たちですか

ら、後から聞くと、怖くて怖くて、日本に行っ

たら捕まるんじゃないかとか、中国の空港を発

つ前に誰かに呼び止められるんじゃないか、あ

るいは、空港で待っているときも、このまま中

国に戻されるのではないかと非常に不安だっ

たそうです。 

彼らは戦前・戦中に、日本国から中国の東北

地方に主に開拓団として送り込まれた人たち

です。敗戦前後の混乱の頃には男の人たちは召

集されて現地にいませんでした。残ったのはお

年寄りと女性と子ども。ソ連が参戦してきて、

逃げ惑う中、途中で亡くなる人もいますし、何

とか命を長らえても、秋になり、冬になる。食

べるものがなく、病気になり、死ぬ人が続出し

ます。その中で、彼女たちは生きるために、あ

るいは飢えた家族を救うために、中国人も嫁に

来ないような貧しい中国人農家の嫁に行った

人たちなんですね。彼女たちが言ったのは、「93

年の夏に（首相になった）所信表明で日本の過

去の侵略について言及した細川さんなら、私た

ちのことを分かってくれるんじゃないか、とい

う思いで来ています」と。 

私は最初は何のことだか分からなかったの

ですが、実際に出てきたおばあちゃんたちをみ

て、「あっ、これはニュースだ」と思いました。

でも、実は 9月 5日は日曜日なんですね。着い

て早々、官邸に電話をかけるのですが、日曜日

です。「明日電話し直してください」と言われ

て、行くところがなくなります。彼女たちはお

金を全く持っていなかったので、空港のロビー

で一晩明かすということになりました。 

このとき、新聞社はたしか 4社来ていたと思

います。テレビ局も来ていました。しかし、多

分、この意味が分からなかったのだと思うので

すが、ニュースにしたのは、うちと毎日新聞だ

けでした。毎日新聞は本当にすばらしくて、次

の日、朝刊 1 面と社会面でドンとやりました。 

私はこのとき、ニュースだと思ってデスクに

電話をかけたのですが、「えー、また残留婦人？」

と言われて、「またじゃないですよ」と電話口

ですごく怒ったのを覚えています。「とにかく

帰って原稿を出しますから、読んでください」

と言って電話を切って社に帰って、当時はまだ

原稿がワープロ打ちでしたので、慌てて打って

出しました。 

そうしたら「よく書けてるじゃん」とデスク

に言われて、朝日新聞では第 1社会面の左肩に

記事が載りました。 

朝日新聞と毎日新聞で報道が出たので、朝の

テレビが追い、次の日はワイドショーのリポー

ターが空港に押し寄せてきました。当時、蓮舫

さんもその中にいたんですね。これで一気に世

の中が動いていきました。 

竹越リヱさんとの出会い 

この 12 人のリーダーが竹越リヱさん、当時

69歳でした。彼女は 20歳で大陸の花嫁として

中国に渡ったのですが、軍人の夫が戦死して、

生きるために戦後、中国人の妻となった人です。

彼女がいなければ、この 12 人は日本に強行帰

国できませんでした。というのも、12 人のう

ち、きちんと日本語で言いたいことをやりとり

ができる人は 3人です。中国語の読み書きがで

きない人も 3人。あとは片言の（思いを語るに

は不自由な）日本語をしゃべる方々でした。竹

越さんがリーダーとして 12 人を連れてきたの

です。 

竹越さんは残留婦人の中でも非常に珍しく、

農村ではなくて都市に住んでいらっしゃって、

夫と薬問屋を営んでいました。改革開放に乗っ

て豊かになって、100平米のマンションに住ん

でいたという、当時では本当に珍しい残留婦人

です。なので、彼女自身は無理して帰ってくる

必要もなかったはずですし、そうおっしゃって

いました。でも、みんなに「日本に帰りたい」

と泣きつかれて、「じゃあ」と言ってしまった
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と。「これは映画に行く約束と違うからね」と、

彼女は私に後で話してくださいました。 

本当に大騒ぎになりました。竹越さん自身、

細川首相宛ての陳情書を自筆で書いて持って

きています。「まだ中国には 2,000 人からの仲

間が帰国できずに泣いています。私たちに祖国

に帰る喜びを与えてくださいますようお願い

します」という、もう少し長い文章ですけれど

も、書いてこられていました。 

帰国した後、一晩、空港で明かし、その後、

国が受け入れますと、当時の武村官房長官が受

入れを表明して、特別ではありますが、中国帰

国者定着促進センターという所沢にある国の

施設に、彼女たち 12 人を迎え入れてくれまし

た。 

中国残留邦人に関しては、閣議決定さえもな

く施策がされていましたが、彼女たちの行動の

後、94 年 4 月に議員立法ですけれども、初め

ての法律ができました。中国残留邦人帰国促進

自立支援法、これによって希望する人は全員、

日本に帰国できるようになりました。彼女たち

の身を挺した行動の結果、国が動いたのです。 

帰国後、彼女たちは定着促進センターに 2カ

月ぐらいいまして、日本での生活を学びました。

当時は中国の農村ではガスもありませんので、

ガスの使い方とか、スーパーでの買い物の仕方

とか、日本で暮らしていくための情報を得て、

2 カ月後にそれぞれの定着地にバラバラに分

かれていきました。定着地といっても、もとも

との本籍地が多いのですが、またそこで皆さん、

苦労されるんですね。一人きりで帰ってきます

ので、夫や子どもを呼び寄せたいとか、「すみ

ません、すみません、よろしくお願いします」

と頭を下げて生活しなければいけない日々で

す。 

彼女たち 12 人がそれぞれ全国各地に、北は

山形から南は長崎まで、10 カ所ぐらいに分か

れているんですけれども、私は彼女たち全員に

会いに行きました。半年後、1 年後、そして 5

年後ですかね。 

竹越さん以外の 11 人はみんな「帰ってきて

幸せだ」と口にされました。当時の中国は本当

に貧しかったですし、この方々が住んでいた農

村地帯は中国の中でも貧しいところでしたの

で、食べるものも困る。あるいは、ズボンも 1

枚しかなくて、夜洗って乾かなくても次の日に

着るというような生活を強いられてきた彼女

たちですから、日本に帰ってきて生活保護をも

らいながら生活をし、子どもを呼び寄せるとい

う日々を送る中で笑顔になっていきます。もち

ろん若かった方は、自分で働いてお金を稼いだ

方もいらっしゃいます。 

しかし、竹越さんだけは、私が訪ねていって

も「幸せ」という言葉を一切口にされませんで

した。生活保護での生活ですから、制約がある。

竹越さんはあちこちに呼ばれて講演して謝礼

をもらうと、その分を引かれるとか、子どもも

呼び寄せられない。あるいは、中国では「夫を

捨てた」といううわさが立っていると聞いて、

すごく落ち込んでいらっしゃいました。中国で

は何不自由ない生活をしていた竹越さんです

から、かなり悩まれたと思います。でも、自分

の幸せは考えずに、自分の幸せを捨てる覚悟で、

この仲間たちを日本に連れてきました。当時、

身元が分かっていても日本に帰ってこられな

かった残留婦人や孤児たちが 2,500 人いまし

た。法律ができた後、そのほとんどが日本に帰

国しましたので、2,000 人を超える人たちに、

祖国で暮らすという最後の生活をさせること

ができたのは、竹越さんの行動があったからだ

と思っています。 

竹越さん、10 年ぐらいして私が訪ねていき

ましたら、「まあまあね、最近は」と口にされ

ました。夫をやっと呼び寄せることができて、

生活保護を受けながらの生活でしたけれども、

大好きなマグロの刺身を食べて、テレビで大相

撲をみるのが好きなんだという話をされてい

ました。 

竹越さんの姿から、身を切って時代を切り開

くということを間近にみせていただきました。

無名の方の人生にも尊いものがあるんだなと

いうことを、私、20代でしたけれども、そこで

感じることができました。 

それと同時に、一つの報道が広がって――私

の報道だけではなく、毎日さんの報道、そして
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それを追いかけてみんなが報道することによ

って、世の中が動いていくことを実感しました。

同時に、取材に行って、目の前で起こっている

ことの意味が分からなければ、あのときに記事

にしなければ、記事にできなければ、この動き

はなかったかもしれません。たまたま私はこの

問題に興味があって勉強していたので、対応で

きたのですが、ふだんからの勉強、ちゃんと価

値判断することが大切だということを、20 代

の私に教えてくれた体験でもありました。 

「私の話を多くの人に伝えて」 

次は、ミーチャという名前の女の子の話です。

私が会ったとき、20歳でした。タイの北部のチ

ェンマイの NGOの施設で出会いました。彼女は

ミャンマーの山岳民族のアカ族の出身です。こ

のとき、体重は 27 キロ。痩せていますよね。

取材はつたない私の英語から、スタッフがタイ

語に換え、タイ語からアカ語に換えるスタッフ

がいて、2人入って取材をさせていただきまし

た。 

彼女は 7 歳のときにお母さんが亡くなって、

学校も行ったことがありません。お父さんは働

かない人でした。子守りの仕事があると言われ

て、車に乗ってタイに行くと、着いた先は売春

宿でした。体が大きくなるまでは本当に子守り

をしていたようですけれども、2年ぐらいたっ

て、1 日 10 人前後の客を取らされました。日

本人もいたそうです。HIV にも感染しました。

ちょうど売春宿が摘発されて、彼女も保護され

ました。当時は国境が閉まっていて、ミャンマ

ーに帰れなかったんですね。それでタイのチェ

ンマイにある NGOに身を寄せていました。 

いまお話ししたような体験を、彼女に取材し

ました。ポロポロ涙をこぼしながら話をしてく

れました。 

当時、日本人がタイやフィリピンで逮捕され

るという事件が随分ありました。それは紙面で

はとても小さな記事だったのですが、私は「こ

れは取材に行きたい」と言って、取材を許され

て現地に行って、売春宿にも行き、この NGOで

ミーチャの話を聞くことができました。 

実際、ミーチャは泣きながら話してくれまし

て、2 人通訳が入るので、2 時間半ぐらいです

かね。ちょっと疲れた様子がみえたので、もう

取材をやめましょうということになりました。

終わりに「あなたを泣かせてしまった。つらい

ことを思い出させてごめんなさい」と謝りまし

た。新聞記者なので、つらいことでも聞かなけ

ればいけない。でも、私の気持ちもとてもつら

かったので、ミーチャに正直に謝ったのです。

そうしたら、学校に行ったこともない、読み書

きもできないミーチャは何と言ったと思いま

すか。「いいえ、あなたのインタビューはとっ

てもよかった。私の話を多くの人に伝えてほし

い。私のような思いをする人を一人でも減らし

てほしいから」と。 

帰ってきてミーチャの記事を出しました。96

年 4月です。もともとは夕刊の社会面に連載予

定でした。第 1 社会面だったと思うのですが、

原稿を読んだ部長が「これは 1面だろう」と言

って、その日にゲラを持って走ってきまして、

急遽、1面に原稿が載ったという経緯がありま

す。そういう判断をしてくれる上司もいたんで

すね。私は「伝えて」とミーチャに言われまし

た。ミーチャは 1人ではありません。そのとき

の出張では救出されたほかの女の子たちにも

出会っています。みんな 16 歳です。オーンと

かアフィ、売春宿から救出された女の子たちで

す。ミーチャの後ろにはたくさんの子どもがい

るということを実感して、きちんと伝えていか

なければいけないなと思って、記事にしました。 

この記事を出したら出版社からお話があっ

て、『買われる子どもたち』という本にもさせ

ていただいています。 

ミーチャの取材の中で、「何か希望がある？」

と聞きました。そうしたら、「学校に行って勉

強をしたかったな」と話してくれました。ミー

チャも自分の先があまり長くないということ

を知っていたんですね。私が同じ環境に生まれ

ていれば、ミーチャと同じようになっていたで

しょう。同じ運命をたどっていたと思います。

ですから、日本で新聞記者をしている私は、ミ

ーチャから伝えるということを託されたなと

そのときに強く感じました。力もあまりないで



6 
 

すし、いつもいつもこの問題を取り上げること

はできませんが、この問題はいまも細々と取材

を続けてきています。 

その結果、ミーチャの記事は多くの人の心を

動かしています。大学の先生が私の記事を使っ

て授業をしてくださったようなのですが、記事

を読んだ大学生（当時）が「かものはしプロジ

ェクト」という NPOを立ち上げています。もう

十数年になりますが、カンボジアやインドで人

身売買の犠牲になる子どもたちを支援する活

動をしています。一方で、「てのひら」という

団体を立ち上げてくれた男子大学生もいまし

た。そしてまた、「アジアの女性と子どもネッ

トワーク」という NGOも、ミーチャの記事を読

んで、子ども買春に反対する活動を始めたんで

すよと教えてくださいました。 

取材の 9 カ月後にミーチャは亡くなってし

まったのですが、それぞれの人の活動の中でミ

ーチャは生きているんだなといまでも感じて

います。その後、日本でも子ども買春を禁止す

る法律が 1999 年に議員立法でできています。

ミーチャの記事を書いたことがそういう動き

にも少しつながったのかなと思っています。 

加害者に日本人がいるということで私も慌

てて取材に行って、海外の子どもたちのことは

書いていました。しかし、私はその頃は日本の

子どもたちのことは一切知らず、何も書いてい

なかったんですね。98年に、厚生省の担当にな

りました。社会部の記者としては 1人でしたの

で、医療から、薬から、ごみから、高齢者から、

障害者から、とにかくいろいろな、本当にあり

とあらゆるものを受け持ったのですが、その中

で児童も対象に入りました。そこで日本にも、

苦労している子どもがいることを知ります。私

は海外の子どものことは書いていたけれども、

日本のことは何も知らなかったなと思って、そ

こから取材を始めました。 

彩美ちゃんのこと 

今日は彩美ちゃんの話をしたいと思います。

98 年から厚生省担当になって、その中で虐待

の問題を書いてきました。2000 年に児童虐待

防止法ができるのですが、これも議員立法でで

きています。その中で、虐待を受けた子どもた

ちの生の声を伝えたいと強く思いました。とい

うのは、当時は SNSもないですし、まだまだ虐

待を受けた子どもたちの声というのは外に出

てきていなかったんですね。厚生省を担当して

いるときから、話をしてもらえる人がいないか

と一生懸命探して歩きました。 

「虐待－子どもたちの証言」というタイトル

で、厚生省担当が終わった後ですが、2001年 2

月に 5回連載をしまして、5人の子どもたちを

記事にしました。彩美ちゃんというのは、その

中の 1 人です。私が出会ったのは 22 年前、彼

女が 18 歳のときです。最初に会ったときは、

この子は 5年先、生きているだろうかと思いま

した。ちなみに彩美ちゃんは仮名です。今日も

彩美ちゃんに「話してきていい？」と聞いたら、

「いいよ」と言われたので、今日、話をさせて

いただいています。 

会ったときの彩美ちゃんは、金髪で、すごい

化粧をして、胸やお尻がみえるような格好をし

て、厚底靴を履いていました。普通だったらあ

んまり関わりたくないような雰囲気を持って

いる女の子でした。会ったときに「大人は悪魔

だ。大人なんかになりたくない。大人になる前

に死ぬんだ」と彼女は言っていました。私は彼

女に新聞記者であることを伝えて、「あなたの

人生の話を聞かせてほしい」と、付き合いを始

めていきます。 

彼女に話を聞いていくと、彼女は小さいとき

にお母さんが亡くなって、乳児院、そして児童

養護施設で生活をします。でも、そこは施設長、

職員が虐待をする施設だったんですね。子ども

たちが児童相談所に助けを求めたり、知事に手

紙を書いたりしても、みんな適当にあしらいま

した。「皆さん、頑張ってください」という声

をかけられて、施設に帰されます。そうすると、

子どもたちにできることは何でしょうか。荒れ

ることしかないわけです。反抗することしかな

いわけですね。彩美ちゃんもそうです。外でけ

んかはするわ、まち針や安全ピンで耳にピアス

の穴を開けるわ、援助交際をするわ。そういう

行動をとっていたら、16歳の春、ある日突然、

施設長から「施設を出ていけ」と言われて、退
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所させられます。いま考えると、そのときの児

童相談所はどうしていたんだろうかと思うの

ですが、彼女は追い出されます。 

連れていかれたのが、小さいときからほとん

ど会ったことがない実の父親のところでした。

でも、実の父親はすでに新たな妻がいて、1泊

だけしましたが、翌日、彼女はお父さんにあば

ら家に連れていかれました。それはかつてお母

さんが生きていたときに一緒に住んでいたお

家です。ほこりだらけ、クモの巣がいっぱい張

っている。当然、ガス・水道も止まっています。

そこで掃除をしていたら、お父さんがいなくな

っていた。ほこりだらけの食卓の上に一万円札

が 2枚置いてあった。彩美ちゃんは「あっ、捨

てられた」と。施設に捨てられ、親に捨てられ、

もう彩美ちゃんは仲間に連絡するしかないで

すよね。生きていくためにキャバクラで働き、

体を売り、そこのあばら家は悪い仲間のたまり

場になります。シンナーも吸っていましたし、

覚醒剤を扱うような暴力団員とも付き合って

いました。 

でも、「大人は悪魔だ」と思っていた彼女が

変わるきっかけがありました。施設での虐待を

問題にしようという大人が現れたんですね。そ

の施設があるところの周辺の住民たちと弁護

士さんたちが、施設の虐待を問題にするべきだ

と動き始めました。それで、彩美ちゃんにも話

を聞きに来たのです。弁護士さんが彩美ちゃん

の話を聞いてくれたわけです。自分の言うこと

を全部聞いてくれて、信じてくれて、「あれ？ 

悪魔じゃない大人もいるんだ」と思う。 

あるいは、施設の周辺の住民の中に「彩美、

俺はおまえの人生を丸ごと引き受けるわけに

いかないけど、食べるものに困ったら家におい

でよ」と言ってくれるおじさんがいた。そのお

じさんのところに彩美ちゃんがご飯を食べに

行くと、地域の住民が「お宅、大丈夫ですか」

と声をかけるぐらいの感じなのですが、そうい

う周囲の目を気にせずご飯を食べさせてくれ

る人がいた。それによって彩美ちゃんは、もう

一遍やり直そうかなと思い、生きる力が少し芽

生えてくるんですよね。それで、支援者のお家、

離れみたいなお部屋を借りて、そこで彼氏と暮

らし始めます。 

私が出会ったのはその頃です。時間があると

きに行って話を聞いたり、夜、一緒にテレビを

みたり、トランプをしたりしながら、1年ぐら

い付き合っていきましたかね。そうした中で、

ある晩、電話がかかってきました。12時頃でし

た。ワン切りといって、ワンコールがあって切

れると、彩美ちゃんの「電話して」という合図

だなということで、そのときまだ厚生省のクラ

ブ担当だったのですが、仕事が終わっていたの

で電話をかけ直しました。 

電話口で彩美ちゃんは泣いていました。「殴

られた、来てほしい」と言われて、タクシーに

乗って飛んでいきました。部屋に入ったら、鏡

は割れていたし、戸障子は破れていたし、彼女

の大好きなピンクのセーターは引きちぎられ

ていたし、部屋の中はめちゃくちゃです。彼女

も腕が腫れていました。支援者の大家さんもそ

のときに飛んできていまして、3人、顔を合わ

せたんですね。一緒に住んでいた彼は、暴力を

振るって飛び出していきました。実はその彼も

児童養護施設出身で、覚醒剤に手を染めていて、

覚醒剤の副作用に苦しんでいたのです。 

支援者の家主に「彼もいつ帰ってくるか分か

らない。大久保さん、しばらく彩美ちゃんを家

に連れて帰ってくれないか」と言われました。

皆さん、どうしますか。 

それまで 1年、私は彩美ちゃんと付き合って

きました。あなたの人生を社会に伝えたい、あ

なたのような人を一人でも減らしたいという

ことを伝えて、話を聞いてきました。迷いまし

た。彩美ちゃんは、めっぽうけんかが強いので、

ぶん殴られるかなと覚悟のうえで、私はやっぱ

り新聞記者として彩美ちゃんの記事を出すな

らば、私が彩美ちゃんを自宅に連れて帰ってし

まったら、利害関係者というか、当事者になっ

てしまうと思いました。なので、私は連れて帰

れないなと思ったんですね。「てめえ、ふざけ

んなよ。自分のことだけ考えてんのか」と殴ら

れるかなとも思いました。殴られても記事は書

けません。連れて帰っても記事は書けません。

でも、うそをつかないと決めて彼女とは付き合

っていましたので、私は彼女に、いまお話しし
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たようなことを正直に話しました。それと同時

に、婦人相談所というところがあるから、そこ

に身を寄せたらどうかなと提案をしました。 

そうしたら、彩美ちゃん、しばらく黙って下

を向いていました。殴られるなと思ったのです

が、数秒したら顔を上げて、「うん、分かった」

と。私のこと「真紀ちん」と言うんですけれど

も、「だけどさ、真紀ちんさ、なんちゃら相談

所っていうところに会いに来てくれんの？」と

言われました。「もちろん、私の体が空いてい

るときには行くから」ということを伝えたんで

すね。私が彩美ちゃんに救われました。『児童

養護施設の子どもたち』という本には彩美ちゃ

んのこととか、ほかの人のことも書いてあるの

で、もし興味があったら読んでいただければと

思います。 

私自身が彩美ちゃんに救われたのですが、取

材の難しさもここでひしと感じました。私が

「限りなく近く、しかし、同化せず」というこ

とを言うようになったのは、多分、この取材が

きっかけだったのではないかなと思うのです。

やっぱり当事者にはなれません。本だけを書く

ということであれば、彼女を家に連れてきて、

一緒に住んで、こうしたんだというのをルポル

タージュするのも一つの手かもしれませんが、

私は新聞記者ですので、当事者にはなれない。

直接の支援者にもなれないし、なってはいけな

いと思っています。 

でも、相手と信頼関係をつくらなければ、深

い取材はできませんし、深い記事も書けない。

ミーチャからも伝えるということを託された

私としては、社会への責任、読者への責任があ

ると思っています。そのためには、「同化せず」

というところはとても大事ではないかなと思

っています。結構難しいのですが、かなり気を

つけています。 

なので、もしかすると、取材相手の方々から

は「大久保さん、冷たい」と思われていること

もあるかもしれません。例えば「かものはしプ

ロジェクト」も理事をやってほしいとお願いを

されましたけれども、「理事になってしまった

ら記事が書けなくなってしまうから」とお断り

をしたこともあります。「同化せず」というこ

とは気をつけてきたつもりです。 

彩美ちゃんは、後から一緒に食事をしたら、

「真紀ちん、あのときさ、本当に正直に言った

よね」と言うんですね。「私にボカされると思

わなかった？」と。いまでは笑い話になってい

ます。 

彼女はその後、住むところがないですから、

住み込みの仕事、パチンコ屋で働き、お金をた

めて、自分でアパートを借り、携帯屋で働きま

した。ものすごく売り上げが高かったので、ス

カウトをされて、いまでは百貨店に勤めていま

す。出会って 22年ですけれども、彼女とは時々

会ったり、ご飯を一緒にしたりしています。 

ついこの間、彼女は 40 歳になりました。去

年、いろいろな関係者、お世話になった人に、

ちょっとしたプレゼントや手紙を送りたいと、

「真紀ちんの知ってる人の住所を教えて」と私

に連絡がありまして、彼女に関わった人たちの

連絡先を教えました。そうしたら、私にもルイ

ボスティーとスナック菓子が送られてきまし

た。決して高い給料ではないのに、みんなにそ

ういうものを送ってきたんですね。「ちょっと

したプレゼントとちょっとしたお手紙を送り

たくなったから受け取って。真紀ちんと 10 代

のときに出会って、いっぱい支えてもらって、

あっという間に 39 歳。本当に人よりたくさん

の経験をして、自分でも成長を感じていて、本

当に本当にあのときのみんなの支えでいまが

あるって感謝している」という手紙をくれまし

た。 

彩美ちゃんからは、子どもには本当に力があ

るということを教えてもらいました。いま、自

信を持って子どもたちの取材を続けているし、

子どもを信じることができるのですが、それは

彩美ちゃんと出会ったからだと思っています。

彩美ちゃんとの出会いは本当に大きかったで

す。 

「寝た子を起こすな」と言われて 

最後に、遺伝性の神経難病についての活動を

一生懸命された志多田正子さんという方のお

話をさせていただきたいと思います。彼女は
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2014 年に 73 歳で亡くなっています。記事は

2006年に夕刊で 7回連載をしました。FAP（家

族性アミロイドポリニューロパチー）というの

が遺伝性の神経難病の名前ですが、皆さん、ご

存じないと思います。私も厚生省の担当をした

ときに、肝臓移植のレシピエントがこの患者だ

ったということで、ちょっと聞いたことはあり

ましたが、全然知りませんでした。 

2001 年に福岡に転勤になったのですが、異

動になってすぐ、この患者の集まりがあると耳

にして、出かけていきました。この病気は遺伝

性ですので、集積地があります。いまはわりと

全国に広がってしまいましたが、もともとは熊

本県荒尾市と長野県のある村が集積地なんで

すね。遺伝性ですから、そこが増えるわけです。 

FAPは 2分の 1の確率で遺伝します。30歳前

後で発症して、主に肝臓で特殊なたんぱく質が

つくられて、そのたんぱく質が神経や臓器にた

まります。手の温感がなくなったり、足の温感

がなくなったりして、やけどをするんですね。

あと、下痢を繰り返します。食べたものがその

まま出てくるというような激しい下痢です。そ

して、痩せ細って、寝たきりになって、10年ほ

どで死を迎えるという病気です。 

最近でこそ進行を遅らせる薬がようやく出

てきましたけれども、いまも根治療法はありま

せん。当時は治療法とすると、対症療法として

の肝臓移植しかなかった時代なんですね。長い

間、風土病、奇病と言われて、忌み嫌われて、

差別や偏見にみんな苦しんでいたという歴史

を持っています。 

志多田さんは FAP 患者の患者会の事務局長

であり、代表でした。その患者会の集まりがあ

るということで、2001 年 9 月に出かけていっ

たわけですが、出会いは最悪でした。皆さん、

隠して生きてこられているので、「寝た子を起

こすな」と患者さんたちには言われましたし、

私が「話を聞かせてほしい。丁寧に取材をして、

おいおい社会に訴えていきたいです」というお

話をしても、「隠して生きてきたんだから」と、

かなり厳しい言葉をかけられました。志多田さ

んにも「来ていらん」と一言、言われまして、

名刺も無理やり押しつけないと受け取っても

らえないというような状況でした。 

私としますと、こんな病気が日本にあるんだ

ということ、偏見で苦しんでいる人たちがいる

ということを知らなかったので、本当に知りた

いと思ったんですね。志多田さんにはすごく冷

たく言われましたが、手紙を出し、電話をかけ、

足を運んで、1年して取材が許可されなかった

ら諦めようと思っていたら、1年ほどして「患

者さんに話を聞いてみる？」と言ってくれるよ

うになって、取材が始まりました。 

志多田さん自身、10人の兄弟姉妹のうち 5人

の方がこの病気で亡くなっています。彼女も、

自分もこの病気になるんじゃないかというお

それから、離婚をして、地元に戻り、そして患

者さんの支援を始めました。治らない病気なの

で、お医者さんでさえも、患者を診た後に汚い

ものを扱うように手を払ったりするのです。そ

の姿に志多田さんは怒り心頭で、お医者さんに

食ってかかっていました。そしてまた、遺伝病

ですから（人に知られたくないために）、病院

に入院しても、見舞いに来る親族や家族はほと

んどないという人たちが大勢いて、その人たち

を励ましてきたのが志多田さんでした。「俺は

石ころじゃなか」と 20 代の男性が彼女に話を

しています。 

志多田さんは、患者さんを人間として扱って

ほしいという思いで支援されてきています。よ

く家にも泊めていただきました。娘や息子から

の援助を受けて生活をされていましたが、すご

く小さな木造のお家で、前の道路を車が通ると

ものすごく揺れるんですね。お風呂にも入れて

いただきましたけれども、シャワーはなく、追

いだき口ぎりぎりにお湯を張って入っていら

して、私も横になりながらお風呂に入れていた

だきました。立てつけが悪くて、くみ取りの便

所もドアが閉まらないようなお家でした。でも、

自分のことは二の次にしても患者さんたちを

支援してきたという志多田さんの姿に、いたく

心を動かされました。 

「苦情がくるぐらいでないと…」 

記事を 2006 年に出したのですが、その頃か

ら志多田さんに「本にしてほしい」と言われて
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いました。いま、ようやく薬ができてきました

が、肝臓移植もそうですし、薬もそうですけれ

ども、かつての患者さんたちが解剖に応じてく

れて、身を切り刻んで私たちに残してくれたも

の、そのもとでいまの患者さんたちに治療法や

薬が生まれているんだと。そういうかつての人

たちの苦労をきちんと歴史として残してほし

いんだと言われました。 

普通の仕事でもパンパンなので、本を書くの

はすごく大変なのですが、12 年かかって原稿

をつくりました。某出版社は出しましょうと言

ってくれたのですが、いざ出すときになると、

患者さんが 1,000人しかいないので、ちょっと

難しいなと言われて、結局、出せずじまいでし

た。 

ちょうどその頃は、志多田さんが多発性骨髄

腫で寝たきりになっていて、あまり長くないと

いうことが分かってきた時期でした。原稿を持

って歩いている暇がなかったので、かつて私の

本を出してくれた高文研という出版社に行っ

て、「何とか出したいんだけど」とお願いをし

たら、「商業出版で全部うちがかぶるのは難し

い。（出版にかかる）実費を出してください、

大久保さん」と言われて、「それならもちろん」

ということで、自費でお金を出して、本を出し

てもらいました。 

本が出たのは志多田さんが亡くなった 2 日

後でした。事前に志多田さんの病床に原稿を持

っていきました。本当に寝たきりで目も開けら

れないような状態だったのが、原稿を持ってい

くと、ガバッと起き上がって、全部目を通して

いらっしゃいました。 

彼女は遺伝子を受け継いでいない、つまり発

症しないんですね。彼女は FAPにならないとい

うことが分かっても、ずっと患者さんたちの支

援を続けてきました。支援したことによって、

周りからは志多田さんは FAP の遺伝子を持っ

ているんだろうと思われて、志多田さんの娘さ

んは婚約破棄に遭っています。それでも支援を

やめなかった人です。 

詳しい話はこの本、『献身』に――これは志

多田さんは目にすることがなかった本ですけ

れども、書かせていただいています。 

新聞記事にするときも、あちこちの面に何と

か連載したいというふうに働きかけたんです

が、この病気について書いてほしくないという

家族もいっぱいいるわけですよね。そういうこ

とも新聞社とすると気になっていたようで、本

当に紙面を取るのがすごく難しかったんです。

そういう話を志多田さんにしましたら、こうお

っしゃいました。「苦情がくるぐらいでないと

真実を書いていないということ。真実を書けば

苦情がくる。それでいいとよ」と。彼女に励ま

されました。もちろん事実が違うという苦情は

駄目だと思いますが、私は自分の仕事の基本に、

志多田さんの言葉を大切にしています。 

こうやって多くの人に出会い、学ばせていた

だいて、いまの私がいます。これからも書ける

ことに感謝をして、多くの人に出会えることに

感謝しながら、精進してまいりたいと思います。 

少し長くなりました。ご清聴ありがとうござ

いました。 

（質疑応答） 

質問 受賞おめでとうございました。 

大久保 ありがとうございます。 

質問 取材先との距離のとり方、支援しては

いけない、支援はできないという考えで、同化

をしないということが一つのテーマだと思う

んですが、記者がその問題を取り上げて社会に

問題設定すること自体が、社会的には支援なの

ではないでしょうか。支援ということをどんな

ふうに考えていますか。 

大久保 ありがとうございます。まさしく、

結果的に取り上げたことが世の中に何らかの

影響があって、大きな意味で支援になるという

ことは大変ありがたいことだと考えています。

ですが、自分が支援者になるなんて偉そうな考

えは持つべきではないと思っています。結果的

にもし役に立つことができるならば、とてもう

れしいし、またそこはやりがいを感じます。で

も、決してそれは最初に来ないなと私は思って

います。 



11 
 

司会 オンラインでご参加の方からいくつ

か質問をいただいています。「日本記者クラブ

賞受賞おめでとうございます。多くの関心ある

記事を、真摯な姿勢で丁寧に記事にしていただ

き、ありがとうございます。大久保真紀さんの

記事の中には、性暴力、性的虐待についての連

載や記事がありましたが、性暴力、性的虐待に

ついて取材するとき、記事にするとき、大切に

していらっしゃることは何ですか。お教えくだ

さい」。 

大久保 ありがとうございます。2019 年 12

月から「子どもへの性暴力」というシリーズを

朝日新聞でやっていまして、その取材班キャッ

プを務めています。性暴力というのは非常に難

しい問題です。でも、真摯に耳を傾ける。被害

に遭われた方、当事者の方に話を聞くというこ

とを基本にしています。当事者の方というのは

非常に苦しい思いをされ、また混乱の中におら

れる方もいらっしゃいます。なので、その方が

私という他人に話ができる状態なのかという

ことを見極めることが大切ですし、それと同時

に、もし話をしてくださることになったときも、

話すことによって思い出して――ミーチャの

ときと同じですけれども、つらいことを思い出

すとフラッシュバックを起こして、具合が悪く

なる方々がいっぱいいます。傷つけないことは

無理だと思うんですね。（話すことで）思い出

させてしまうので、傷つけてしまっているとは

思うんですが、なるべくその傷が大きくならな

いように、しんどいときはやめましょうねと言

いながらお話を聞かせていただいたり、当事者

に「限りなく近く」ではないですが、その気持

ちや状況を考えて話を聞かせていただくとい

うことは気をつけています。 

なので、何回でもお会いしますし、時間もか

かりますし、決してこっちのペースでは――

「決して」と言うと偉そう過ぎるかな。なるべ

くこちらのペースではなくて、相手のペースに

合わせて話を聞いていく、お願いしていく、決

して無理強いはしないというのが性暴力の取

材では必要かなと思っています。 

司会 次は「受賞おめでとうございます。興

味深い話、ありがとうございます。会社（朝日

新聞）との交渉について質問です。デスクの『ま

た残留孤児？』や、部長の『これは 1面だろう』

といったエピソードを講演の中で聞かせてい

ただきましたが、記者生活で上司やデスクの

OK をもらうまでの葛藤、交渉術をお聞かせく

ださい。それから、出版やこのたびの受賞等に

よって会社の態度が変わったりしていますか」

とのことです。 

大久保 ありがとうございます。今日ご紹介

したようなお話は、必ずその日の新聞に必要な

ものではないです。ですから、掲載していくの

は結構大変です。性暴力もそうですし、FAPも

そうでしたけれども、皆さんが「いいよいいよ、

載っけて載っけて」と言うようなものではない

ので、本当に交渉が大変です。なので、諦めな

いこと。本当に粘り強く、例えば FAPで言うと、

「社会面で連載どうですか」「うーん、社会面

じゃ厳しいだろう」「じゃ、企画報道室（のも

っている面）でどうですか」「うーん、無理だ

ろう」と言われて、科学部に行ったりとか、あ

っちこっち歩いて、いろいろな面に交渉に行き

ます。みんな「駄目だ」と言われて、最終的に

「どこならいいんですか」と言ったら夕刊だっ

たので、あれは夕刊での掲載になりました。 

私は社会部にいるので社会面をまず考えま

すが、社会面で駄目だったら、例えば「ひと」

にしてみるとか、別の解説面に書いてみるとか、

違う面を狙う。あとは、時期を待つということ

も必要かなと思っています。理解してくれるデ

スクもいます。でも、理解してくれないデスク

が上にいるときには、どうあがいても難しいの

で、そのデスクが人事異動で替わるのを待って

出したということもあります。 

でも、伝えるということを託されているので、

私が諦めたら出すことができなくなります。大

久保真紀では伝えられなくても、朝日新聞とい

う媒体を使って多くの人に当事者たちのこと

を伝えることができるので、時には腹が立って

飲み歩いたり、文句言ったりとかしていること

も多々ありますが、諦めずにやってきました。

その成果です。 

受賞によって社内が変わったかどうかは、ご

めんなさい、よく分かりません。 
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司会 あと 1 問だけ。「新聞記者を目指され

た動機を教えてください」。 

大久保 大学のときに報道に携わる方々の

本を読みまして、それを読んで勉強してみたり、

世界のことを知ったりして、結構自分の心が動

いたんですね。デモに行ってみたりもしたんで

す。人をこれだけ動かせるものを出せるという

のはすごいなと単純に憧れました。書くことも

好きでしたし、ずっと会社に座って目の前に上

司がいるというよりは、いろんな人に会いに行

くというのは自分にとってはいいかなと思い

ました。 

でも、私、新聞記者になるのに 2年かかって

います。1年目は、朝日新聞も含めてですけれ

ども、3社受けましたが――試験日が重なって

いるので 3 社しか受けられなかったのですが、

全部、最終面接で落ちました。2年目どうする

か、当時は既卒になってしまうと一般企業にな

かなか就職できない時代でしたので、かなり迷

いました。本当に私はこの仕事をしたいのかと

いうことを自問自答しました。親も反対しまし

たので、証券会社でアルバイトしながら留年し

て、1年間過ごしました。次の年も入れる保証

は何もなかったのですが、次の年、何とか朝日

新聞に拾ってもらって、入ることができました。 

最初に入りたいと思ったときよりも、1年の

足踏み、本当に私はこの仕事をしたいのかと自

分に問い続けたこの 1年がとても貴重で、いま

の私を支えていると思っています。ご質問あり

がとうございます。 
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司会 続いて、杉田さんにお話しいただきま

す。よろしくお願いいたします。 

杉田弘毅・共同通信特別編集委員兼論説委員  

今回、国際報道への貢献ということで受賞さ

せていただきました。しかし、そうは言っても、

ここを見渡したところ、私などよりもはるかに

大きな力を持って国際報道を牽引された方が

たくさんいらっしゃるので、若干気恥ずかしく

思いますが、私が考えている国際報道について

お話しさせていただければと思います。 

国際報道とは何か 

国際ジャーナリストとか国際報道をやって

いますということを、いろんな場で自己紹介の

ときに言うのですが、私自身、実は国際報道と

いうのは何なのかということが――こんなこ

とをいまさら言うと、こういう賞をいただいて

申し訳ない気がしますが、実際にストンと胸に

落ちる形で、腹に落ちる形で、把握あるいは理

解できていないところがいまだあります。30

年以上やっていますけれども、そういうのが実

感なのです。 

もちろん私自身、国際報道を目指したという

のは、ここにいらっしゃる方と同じ世代か、ち

ょっと若いかもしれませんけれども、60年代、

例えば NHK の「特派員報告」、あるいは、兼高

かおるさんの「世界の旅」、ああいうものをみ

て、ああ、いいなと。当時、前回の東京オリン

ピックが終わった後ぐらいだったかと思いま

す。世界に自分も出ていって、報道してみたい

なと思った。憧れというんですかね、そこから

始まっているんですね。 

ところが、それが何を意味するのかを意識し

出すんです。60年代は、日本は高度経済成長で

したけれども、世界ではベトナム戦争があって、

中国の文化大革命があって、中東でパレスチナ

問題があって、いろんな国でテロや戦争、革命

があって、私としては平和で安定して成長する、

豊かになる日本を飛び出て、激動を見たいなと

思うわけです。そのとき最初に申しあげた、国

際報道って何なんだろうと思うきっかけとい

うことですが、いま思うには大変ありがたい意

味で、冷水を浴びせてもらった一つの会話があ

るんですね。 

私は共同通信の外信部に来る前に、大阪支社

の社会部にいて、当時、80年代ですので、歴史

に残るいろんな事件が起きていました。いよい

よ東京の外信部に行くという頃、それまでお世

話になった大阪府警の刑事部の幹部のところ

に挨拶に行ったんですね。ところが、その幹部

が帰ってくるのが遅れて、家の前で待っていた

ときに、別の社の先輩が来られたんです。その

先輩と私が立ち話をしたときに、「どこの部で

どういう取材をするんだ」と彼が聞いてきまし

た。そのとき私が「実は外信部というところに

行こうと思っているんですよ。国際報道という

のをやろうと思っているんです」と言ったら、

大阪府警の捜査一課担記者の先輩の方なんで

すけれども、「それはやめたほうがいい」と言

われたんです。 

彼が言うには、われわれはこの大阪の夜、こ

こで待っていて、ひょっとすると帰ってきた人

が、グリコ・森永事件についてこういう進展が

あったとか、こういう物が出たとか、こういう

証言がとれたという話をするかもしれない。ま

さにそれこそが第一報で、われわれは歴史の最

初の証人であって、歴史の最初のドラフト（草

稿）を書くのがわれわれなんだ、それが大阪で

はあり得ると。しかし外信部というところは、

言ってみれば翻訳じゃないかと彼は言うんで

す。翻訳したものを紹介する。翻訳というのは、

アメリカのメディアの記事であったり、現地の

ローカルの新聞やテレビの翻訳である。そんな

つまらないことを、君はこのエキサイティング

な取材現場、まさに最前線を捨てて、そっちに

行くのか、それはやめたほうがいいぞと彼は言

ってくれたんですね。その思いというのは何と

なくもやもやとそれまでもあって、その後もず

っと続いたわけです。ただ基本的な私の国際報

道への意識・疑問というのは、その後だんだん

と性格が変わってくるんですね。 

東京の外信部に来たときには、ちょうどイラ

ン・イラク戦争が終わって、天安門事件があっ

て、ホメイニ師が亡くなって、東欧がどんどん

崩れて、ベルリンの壁が崩壊して、冷戦が終わ
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るという、激動の時代でした。そのとき私は、

主に内勤でサブデスクみたいなことをやるの

ですが、日本人記者でありながら、現場から世

界的なスクープをたくさん送ってこられて、ほ

かの社の方も歴史の最初の証人として、歴史の

最初のドラフトを書くという作業をしていら

っしゃる方がたくさんいたんですね。これは私

が大阪であの夜聞いた翻訳・紹介だけの国際報

道と全然違うなと、少し安心というか、やりが

いがあるなと思ったわけなんです。 

複眼的な視点の原点 

私はいろんなところで特派員なり長期の出

張をして、アメリカには全部で 12 年ぐらいい

ましたので、記事や本もアメリカのことについ

て書いてきていますが、私の原点は中東なんで

すね。原点はイランのテヘランなんです。ここ

が私の一つの恵みというか、財産になっている

なと思います。 

『歴史の終わり』という有名な本があります

よね。つまり、世界は自由民主主義になって終

わった、もうこれからは思想の闘争という意味

での歴史はないんだと。これと、イスラム世界、

あるいは日本もそうかもしれませんし、中国や

アジアもそうだと思うのですが、もう一つの価

値観というか、土着の文化、伝統、これとのせ

めぎ合いが全ての歴史の対立なり紛争の根源

である。そこのぶつかり合いが分かると、国際

報道においてさまざまなニュースに接した時

に分かりやすく消化できる。テヘランには 2年

弱しかいなかったのですが、中東や旧ソ連、旧

東欧、あの辺をうろうろした後、アメリカに行

ったので、もう一つの価値観があるということ

を自分の心の中に植えつけました。 

アメリカに行くと、当時は 90 年代初めでし

たが、いわゆる「歴史の終わり」論の全盛期で

すね。レーガンはすばらしい、ネオリベラルは

すばらしいということで、日本においても共和

党は非常に人気がありました。そのような単色

の思想、考え方の中で、私自身は、「いや、そ

うじゃないんだろうな」という思いを忘れずに

ずっと取材ができて、原稿も書けた。それはい

ま、トランプ時代のアメリカをみるうえにおい

ても非常に役に立っているなと思っています。

アメリカに屈服しないという国家群の人々が

世界に数十億人もいるということは、きちんと

記録していかなければいけないですね。 

最初にアメリカで特派員をやったときは、ニ

ューヨークで国連を 3 年半ぐらい取材しまし

た。当時は旧ユーゴスラビアの戦争が続いてい

たのですが、言うなら、ロシアとセルビアは悪

者なんですよね。これは当然ながら、「歴史の

終わり」的な単線的な考え方に従うと、それ以

外のシナリオはあり得なくて、敗北者は向こう

だ、勝者はこっちだということですよね。 

けれども、私がみた当時のセルビアの外交官

の人々、あるいはボスニア・ヘルツェゴビナ、

勝者の側の外交官の人たちとの付き合いを通

して感じたのは、敗者であるのは間違いないの

だけれども、敗者として切り捨ててはいけない

セルビア人の思いというか、存在感が非常に強

くあるなと。これもまた、イランという、アメ

リカとの関係においては敗者とされている

人々に通じるものだと思います。 

続いてクリントン時代のワシントンに行き

ます。この辺から、国際報道で一つ私の強みに

なったのは、アメリカメディアというのは大し

たことないと分かったことなんです。アメリカ

メディアというのは、ウォーターゲート事件、

ベトナム戦争、「ペンタゴン・ペーパーズ」と

いう金字塔を打ち立てて、日本メディアは絶対

かなわないというふうに思われています。 

アメリカメディアについてのご本を書かれ

ている先輩方は、そのような切り口でお書きに

なられていることがあって、それを読んで、あ

あすごいな、ボブ・ウッドワードとかカール・

バーンスタインというのはすごい記者だとか、

「ペンタゴン・ペーパーズ」は映画にもなりま

したが、あの裁判すごいなとか思いました。し

かし、私がみた 90 年代のアメリカメディアと

いうのは、例えばクリントンのさまざまな疑惑

に対する追及の仕方は明らかにメディアとし

ての範を外れて、ワシントン政治の「当事者」

なんですね。プレーヤーになってしまっている。

自分もウッドワードになりたい、バーンスタイ

ンになりたい、クリントンを辞めさせたいとい
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う思いが強すぎる。 

そもそもスキャンダルの規模は全然違うの

ですが、それでも当事者として動いているのを

見ると、アメリカメディアに、「何だ、全然す

ごくない、これって駄目だよね」という感じを

持ちました。私自身は取材は一生懸命するけれ

ども、当事者になってはいけない、やっぱり引

いてみないといけないという意識を持ってい

ましたので、そういう中で当事者になるアメリ

カメディアに対する疑念を抱いて、大したこと

ないなと。日本のメディアというのはものすご

く批判されるし、日本人はみんな自己批判が得

意なので、日本メディアはよくないみたいなこ

とを言いますが、決してそんなことは簡単には

言えないなというのが私の実感なんですね。 

アメリカは日本を批判できるのか 

国際的な調査団体は、いわゆる日本の省庁の

記者クラブはけしからんと言うのですが、私が

思うには、アメリカには明示的な形での日本の

ような記者クラブはありませんが、明らかな選

別、閉鎖性がある。 

面白い経験があります。湾岸戦争が起きて、

私はサウジアラビアのリヤドにある多国籍軍

司令部でずっと取材していましたが、シュワル

ツコフという大変有名な将軍が、当時、米国の

中東軍だけでなく多国籍軍も指揮していまし

た。彼が毎夕 5時にホテルの部屋でブリーフィ

ングしてくれて、そこには外国メディアもどん

どん入れる。そこで一通り話した後、「それじ

ゃ」と言って彼は去っていくのですが、彼が去

っていくときに、何人かのアメリカ人の記者が

ついていくんですよ。彼と一緒にエレベーター

に乗って上の階に行くんですね。 

私はリヤドに 2カ月ぐらいいたので、あると

きそれに気づいて、これは何かなと思って一緒

にエレベーターに乗って上に行ってみました。

そうすると、そこでは同じシュワルツコフ将軍

からもう一つのブリーフィングが行われてい

るんです。そこにはニューヨーク・タイムズと

かワシントン・ポストとか、CNNとか、ウォー

ル・ストリート・ジャーナルとか、アメリカメ

ディアの一つのインナーサークルみたいな集

まりがあるんですね。そこに情報担当将校なん

かもいて、上からの写真を基にして、「イラク

軍がいまここにいて、こうだ」と。本当にディ

テールに富んだブリーフィングをしてくれる

んですね。それを、ほかの平場の記者、アメリ

カの地方紙の記者とか外国の記者は、私も含め

てですけれども、全然知らない。翌日のニュー

ヨーク・タイムズをみると、カラフルで戦況が

よく分かる記事が出る。 

それと同じことはワシントンでもありまし

た。例えば 9.11 の後、アフガニスタン周辺に

兵隊がどんどん入っていったので、いつ戦争が

起こるかということをわれわれはウオッチす

るわけですよね。そういう中で、アフガニスタ

ンでの作戦がうまくいっているか、うまくいっ

ていないかがいろんな新聞に載ります。われわ

れは普通に平場のブリーフィングを聞いてい

るんだけれども、そんな戦況は全く分からない。

ペンタゴンに行っても分からない。ホワイトハ

ウスも分からない。国務省も分からない。これ

は何なのかなということで、あるとき、ホワイ

トハウスのスポークスマンオフィスに電話を

したんです。何で米国の新聞にこういうのが出

ているんだと。「これは（別の）ブリーフをや

っている。たしか AP も入っているから、後で

APをチェックしたらいいじゃない」と、その女

性のスポークスパーソンが言うんですよ。 

これって何なんだということを考えると、ま

さにリヤドで湾岸戦争のときに起きたことと

一緒で、そこにおいては選別があり、インナー

サークルがあり、いわゆるコアの閉鎖的な記者

クラブみたいなものがあり、そこで当然ながら

メモ回しみたいな情報の共有もやっているわ

けですね。ですから、記者クラブの問題も調べ

れば調べるほど、あるいは現地で体験すれば体

験するほど、アメリカは日本を批判できるのか

なというのが本当の思いであったわけです。そ

ういう意味では、メディアについても、あるい

はアメリカの政治や経済や軍事、いろんな情勢

についても、単にアメリカは素晴らしいという

のではなくて、複眼的な視点を私は自分なりに

育むことができたのかなと思います。 
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文脈と結論を考えたい 

いろんな調査をみると、日本人の読者は国際

報道にあまり関心がないということが数字で

出てきます。メディアの研究者の方の世論調査

をみると、日本人の国際ニュースに対しての関

心は低くて、先進国の中では最低水準だとか言

われるわけですね。 

最近は紙面上も外信面、国際面は減っていま

す。これは国際面だけではないかと思いますが、

昔、私が外信部に来た頃は、共同通信というの

は大きな 1ページの特集は曜日を指定して、そ

の日に配信しよう、出稿しようとデスクから指

示を受けるんですね。それはなぜかというと、

共同通信の加盟社の中には、第 2外信面という

のを持っている新聞社がいくつかある。第 2外

信面というのは、何曜日と何曜日と何曜日、と

決まっている。だから、そこに合わせて出せば、

そういう 1 ページ特集は載ると教え込まれて、

準備して、記事を書くわけです。ところが、い

まや第 2外信面がほとんどないんですよね。長

文の記事というのは、3面、あるいは 2面に載

るか、あとは全部ボツ。3面は各部で取り合い

ですから、長文の深みのある国際報道の記事が

載るチャンスが小さくなっているというわけ

です。 

もう一つは、先ほど大阪で聞いた私の先輩の

話と重なりますが、翻訳すればいいじゃないか

という根本的な疑問を持っている方がすごく

多い。何で特派員は現地へ行って、取材して、

原稿を書くのか。日本におけるニュースにおい

ては、政治部だろうと社会部だろうと経済部だ

ろうと、そこは日本人がやらなければいけない。

なぜか。ほかにやる人がいないから。 

けれども、国際ニュースに関して言えば、例

えばイラク戦争、あるいはほかの紛争地、アメ

リカの政治、何でもそうだと思うのですが、現

地にその国の記者がいる、あるいはアメリカの

メディア、CNNなりニューヨーク・タイムズが

非常に広くカバーをしてくれている。それを翻

訳すればいいではないかと。BBCをみていれば

いまは日本でいても全部分かるよと。インター

ネットが発達しているから、全部分かるよと。

そういう状況の中で、なぜお金をかけて少数の

日本人の記者を出すのかという根本的な、合理

主義的な考え方があるんですよね。そこへの挑

戦というのが、また国際報道の一つの重要なミ

ッションになってくるのだと思うんです。 

COVID-19 でなかなか海外出張ができない中、

現地の常駐特派員が頑張っているからですが、

まあまあいい紙面ができているねと。であれば、

もうこれでいいんじゃないか、新たな出張記者

はいらないと結論がつけられがちだと思うの

です。そういう状況の中で、記者たちがもがい

て、何とか自分の存在感を示して、この仕事が

大事だともがき苦しみ続けているのが国際報

道なんだと思うんです。ですから、日本人によ

る国際報道というのは、日本のメディアにおい

ては、ある意味、非常に特殊な報道分野だと思

います。なくてもいいと言い切られてしまう可

能性があるわけですね。 

国際報道にはいくつかのパターンがあると

思います。一つは、翻訳に徹するというパター

ンです。恥ずかしい話になるかもしれませんが、

実際あります。現地のメディアとかいろんなも

のを集めて、非常にうまい記事、一本読めば過

不足なく分かるというような記事を書く方も

当然いらっしゃる。これはまた非常に重要な仕

事だと思います。すべてを日本人記者が自前で

取材することはできないので、これなくしては

日本の国際報道は存在しないというのは確か

です。 

もう一つは、外国メディアを読んで全体的な

ピクチャーを頭に入れたうえで、それだけだと

ちょっと寂しいから、自分なりのオリジナルな

ものを入れたいなということで、ディテールの

ファクトを集める。そのディテールとは何かと

いうと、例えばインタビューでじかにそれなり

の指導者の話を入れる。あるいは、自分で政府

文書を読み解いて流し込んでいく。現地ルポを

行う。しかし、全体的なピクチャー、報道の文

脈や結論については、現地メディア、英米メデ

ィアに依拠するというのが一般的な形なのか

なと思います。 

それから、もちろん日本問題に特化するとい

うことがあります。この面では大変すばらしい
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業績を上げた方々がたくさんいらっしゃるわ

けですし、日本と近い国で国際的なスクープを

とる方もこれまたたくさんいらっしゃるとい

うわけですね。 

私は、いまは文脈と結論を自分で考えること

をやろうとしています。文脈と結論をアメリカ

メディアに頼らないということをやっていこ

うと。アメリカの外交を報じるときに、共和党

対民主党という文脈ではなくて、イスラムの人

が何を考えているのかとか、中国の人が何を考

えているのかということを踏まえたうえでの

文脈をつくっていくということですね。これは

非常に難しいのですが。 

今回、贈賞理由の一つに挙げられた『アメリ

カの制裁外交』という本も、そういう狙いで何

とか作り上げた本です。先ほどちょっと言いま

したように、アメリカメディアというのはあま

り信用できないという思いがあるんですね。オ

バマ時代からトランプ時代にかけて、ますます

その思いが強まっています。、いくつか興味深

い話がありますが、例えば「キャンセルカルチ

ャー」という言葉。キャンセルというと、ワク

チン接種に行けなくなったからキャンセルす

るとか、お休みするとか、別の日にリスケする

みたいな簡単な意味に日本語では捉えられま

すが、キャンセルというのはいまのアメリカ政

治の文脈で言うと、それはボイコットなんです

ね。ボイコットというのは村八分なんですよね。 

話題になっているのは、ビリー・アイリッシ

ュというアメリカの女性のシンガーソングラ

イターです。彼女は 20 歳ぐらいだと思うので

すけれども、彼女が 13か 14のときに撮った映

像が出回っていて、アジア人に対するヘイトを

言っているというんですね。これをかなりのア

メリカメディアが取り上げて、その結果、ビリ

ー・アイリッシュというのはキャンセルされつ

つある。その場合のキャンセルというのは、ビ

リー・アイリッシュはアメリカのエンターテイ

ンメント業界から抹殺というか、埋没しろとい

うことなんですよね。人種的・文化的な対立が

起きている状況の中で、アメリカのメディアが

それをさらにあおるようなことをやっている

という部分があります。 

もう一つの例は、「1619プロジェクト」、これ

もアメリカをウオッチしている方は知ってい

らっしゃるかと思いますが、1619 というのは

1619年のことです。この年は何かというと、ア

メリカにおいて初めてアフリカから黒人奴隷

が――当時は奴隷ではなかったのですけれど

も――売られた年なんですね。この年をアメリ

カの建国の日とすべきだというグループがあ

って、これがニューヨーク・タイムズ・マガジ

ンを中心に活動していて、それが大きな記事を

出して、ピュリツァー賞まで取ってしまった。

つまりアメリカの歴史の修正になるんですね。

有名な独立宣言は 1776 年なのですが、今の人

種対立をめぐる問題も含めてアメリカがつく

られたのは 1619年である、という主張です。 

これは、一つのアドボカシーとしてはあり得

る話であるし、人種問題に鋭敏な人たちは理解

できると思うのですが、果たしてそれをニュー

ヨーク・タイムズが正面切ったキャンペーンと

して取り上げるべき話なのかというのは、私は

疑問なんですよね。でも、それをニューヨーク・

タイムズがやっている。ニューヨーク・タイム

ズの中ではそれに対する一定の批判があるわ

けですが、そういうものを封じて、ピュリツァ

ー賞も取ってしまったということなんですね。 

この辺は、90 年代のクリントンに対するバ

ッシングとか、トランプに対する批判、バッシ

ングにも通じると思います。白黒をはっきりつ

けて、それ以外のニュアンスのある部分、ある

いは、対立する見解を取り上げないということ

がアメリカのメディアでは起きている。例えば

9.11 の後のアメリカの愛国主義なんかもまさ

にそういうことで、その結果、アメリカはアフ

ガニスタン戦争をして、イラク戦争という大失

敗をしている。 

米メディアが触れないコアバリュー 

トランプ時代にアメリカメディアに対する

疑問としてさらに深まったことは何かという

と、トランプ時代をどうみるかということに関

係します。今日のニュースでも、当時、トラン

プ政権で司法長官をやっていたビル・バーとい

う人が、トランプが言っている「選挙が盗まれ
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た」というのは全くでたらめだよ、私は当時か

ら苦々しく思っていたのだけれども、というよ

うなことを言っている。トランプ本人はいま、

ビル・バーというのはけしからん男だと批判し

ています。 

トランプは全く政治家としては失格だし、あ

の人が大統領になるべきではなかった。それは

間違いないし、私も、コロナのハンドリングや

外交も含めて、トランプは全く評価していませ

ん。おそらく私がみた大統領としては最低だと

思います。 

しかし問題は、トランプ派の人々がなぜあれ

だけいるのかということへの分析を、アメリカ

のメディアはできていないなということです。

そこの問題に手をつけ出すと、アメリカの民主

主義とか、資本主義とか、自由とか、個人主義

とか、そういう問題に対する疑問、あるいは批

判を提示することになる。つまりアメリカのコ

アバリュー、核心的な価値観の部分に対しては、

アメリカメディアは手をつけない。これに手を

つけると、彼らのよって立つ基盤である民主主

義とか、そういうものに対して疑問を呈するこ

とになるから、おそらく彼らはやらないのかな

と思うわけです。 

民主主義というのはどうしても欠陥がある

し、個人主義というのはどうしても限界にぶつ

かるし、平等というのは、実際の社会において

は平等ではないにもかかわらず平等だという

ふうに、いわゆるフィクションの世界をつくっ

て、国民をまとめていくという世界だし、資本

主義というのはどうしても格差――格差をつ

くらない資本主義なんていうのはあり得ない

と思いますので、そういうものであるにもかか

わらず、そこのことに蓋をして進んできたアメ

リカが限界に達しているということの証拠が

トランプの当選だったと思うんです。去年の

11 月にトランプが 7,400 万票も票を取った。

けれども、トランプがひどい統治をしているに

もかかわらず、なぜこれだけの票を得たかとい

う本質的な問題には手をつけずに、トランプ及

びトランプ派、あるいは 1月 6日に議会に乱入

した人間は頭がおかしいというような報道の

仕方をアメリカメディアはしているんですね。 

私のように複眼的に、もともとアメリカに対

して懐疑心を持ってきた人間からすると、トラ

ンプ派がなぜあれだけいるのか、なぜあの人た

ちが議会に乱入したかということ自体が――

語弊があるかもしれませんけれども、よく分か

るというか、アメリカの民主主義が持っている

限界点があそこで出ているだけであって、当然、

こういうのは出てきますよねと思うわけです。

アメリカという国が永続的な革命国家である

ならば、乗り越えるための革命が起こるのは当

然であろうし、ニューヨーク・タイムズなどは、

アメリカのその現状を捉え切れていないとい

うことなのかなと思っています。 

こういう時代に日本人として国際報道をど

うすべきか。アメリカの報道も含めてどうすべ

きかということですが、日本のメディアは、こ

れはまさに自戒を込めてですが、自分たちの視

点とか、自分たちの主張をもっともっと出すべ

きだと思います。アメリカメディアはすばらし

いとか、アメリカの政治システムはすごいんだ

とか、アメリカの軍事力は世界一なんだとか、

アメリカの金融支配はすごいんだということ

ではなくて、もうちょっとそこにチャレンジし

ていくような基本的な姿勢を打ち出してやる

べきなのだろうなと。 

武漢のウイルス研究所から新型コロナウイ

ルスが流出したのではないかという問題をバ

イデンがちょっと言って、アメリカメディアは

詳しい報道をやっていますけれども、いま、ア

メリカの批評家たちは「この話は、もともとト

ランプとポンペオ、あるいはトランプ派の右派

のウェブサイトが去年騒いだ。だから、アメリ

カの主要メディアは取り上げなかった」と指摘

している。つまり、報じるべき中身かどうかと

いうチェックをしたのではなくて、誰が言った

かが大事なんだと。いまはバイデン及びアンソ

ニー・ファウチさん、あの辺の人たちが武漢の

研究所をもう一回調べなくてはいけないとい

うことを言っているから、アメリカのメディア

も報じている。 

つまりアメリカのメディアというのは、基本

的には当事者になってしまっていて、誰が言う

かによって扱いを決めている。トランプやポン
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ペオが言ったらボツ、バイデンやファウチが言

ったら大きく扱う。このようなことを私は感じ

るんですよね。誰が正しいかということですが、

正しいか正しくないかを初めから自分で構え

てからニュース素材に当たり出すと、そこはジ

ャーナリズムではないなという気がするんで

す。もうちょっとファクトベースでなければい

けないし、そういう部分でアメリカのメディア

も限界に来ているなという感じがします。 

当事者でないから書けること 

なぜ日本メディアはいま頑張らなければい

けないかということですが、フクヤマさんが

『歴史の終わり』を書いたときに、日本でもす

ごくすばらしい本だと言われました。当時、冷

戦が終わって、アメリカ一人勝ち、日本はアメ

リカとくっついていこう、ネオリベラリズムと

いうことだったのですが、おそらく当時も日本

人の中で何か変だなと思った人たちはたくさ

んいたと思うんですね。これって何か違うんで

はないか、という思いを持った人がいると思う

んです。そのことを日本でも少数は言ったかと

思いますが、あまり大きなうねりにならなかっ

た。それはさっき私が言ったように、アメリカ

が勝ったから、正しいから、という判断があっ

たのかなと思います。 

いま思うと、あの論というのは、日本人から

すると、日本は戦争に負けたからそういうふう

にこれまで言ってきたし、そういうふうに考え

てやってきたけれども、やっぱりちょっとしっ

くりこないねということを多くの人が心の中

で思った。けれども、それを言うことははばか

られたということだと思うんですよね。 

いまも実はそうです。よく日米同盟は価値観

の同盟だと言って、クアッドとか G7 も価値観

ということを言って、中国とは違うねと言って

います。、私はずっとアメリカと付き合ってい

て、アメリカ人のいろんな人に「われわれは価

値観一緒だよな」みたいなことを言われると、

私も「うん、そうですね」と言うんだけれども、

本当かなという思いがすごく強くあるんです

よね。 

つまり、アメリカの自由民主主義と日本人が

大事にしている価値観というのは、どうも違う

ところにあるなという感じがしているんです。

そういう中でクアッドとか G7 が中国に対抗す

る位置づけとして、価値観ということを言うと、

ある段階で日本人の中に「そこはついていけま

せん」という声が出てきてしまうのではないか

と思います。 

日本とアメリカ、あるいは日本と G7 という

とちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、

複眼的な意味で言うと、「歴史の終わり」とも

う一つの価値観、ここのぶつかり合いだとする

と、日本はちょうど真ん中、あるいは、ひょっ

とするともう一つの価値観に近いかもしれな

いのですが、「歴史の終わり」グループのふり

をしてきた。そこが限界に来ているなという気

がしていて、日本メディアが国際報道において、

日本人として、欧米のメディアの翻訳ではない、

あるいは文脈や結論を欧米のメディアに頼ら

ない新しいもの、ユニークなものを付け加えら

れるとするならば、そこの部分なのだろうと思

うんですよね。すごくチャレンジングではある

のですけれども、それをやっていきたいなと私

は思います。 

アメリカ論で一番すばらしいのは、アレク

シ・ド・トクヴィルの『アメリカのデモクラシ

ー』だと思います。彼が 1831 年にアメリカに

9カ月行った後に書いた本です。トクヴィルの

本は何がいいかというと、彼は民主主義の限界

を書いているんですよね。個人主義は破綻する

と書いている。平等主義というのは破綻する。

なぜか。平等ではないから、と書いているんで

すね。こんなことを言うのはアメリカではタブ

ーです。けれども、外国人だからこそ、その国

が持っているコアバリューを、その国の人たち

に嫌われることを前提にして書けた。いま、ト

ランプ時代のアメリカをみるうえで、非常に正

しい推察を 190 年前にこの人はしたんだなと

思います。 

外国メディア、日本メディアであるからこそ、

アメリカや中国のことを、現地の世論とか、現

地の権力とか、現地で「正しい」と言われてい

ることに無頓着に、あるいは無責任に批判を書

けるのだろうなという思いがしています。本当



20 
 

にいまのアメリカで起きていることをきちん

と書けるのは誰かというと、それはアメリカ人

ではなくて、ヨーロッパ、あるいは日本人のジ

ャーナリストなのかなと。現代中国をどう切る

か。習近平の中国をどうみるか、どう書くかと

いうことは、おそらく中国の人は、いまの中国

の言論統治下ではできないでしょう。アメリカ

人ができるかというと、アメリカは中国と戦争

でもするかなみたいな国ですから、これもなか

なかしづらい。そうすると、やっぱり日本人が

やるべきことなのかなと思っています。 

非常に大きな風呂敷を広げてしまいました

が、そんなことを私はいま、国際報道というこ

とで考えている次第です。どうもありがとうご

ざいました。 

（質疑応答） 

質問 アメリカの為政者は、日本人をどんな

ふうにみているんでしょうか。彼らの目からみ

て、日本は何なんでしょうか。それを長くアメ

リカにおられた記者としてどう感じますか。 

杉田 アメリカ人もいろんな人がいますし、

いろんな仕事、いろんなポジションによって見

方は違うと思うんですけれども、もちろん安全

保障面で言うならば、日本は潜在的に役に立つ

パートナーとして育てたいということだと思

います。 

価値観についても、当然ながら日本を同じ価

値観であってほしいと思っていると思います

し、文化面については、面白いものをいろいろ

考え出してつくる、非常にユニークな国民、民

族だと思っているのではないでしょうか。 

あともう一つは、何といってもパールハーバ

ーをやった国ですので、ちょっと不気味な存在

だとみていると思います。 

一言で答えられませんが、最近、ウェビナー

のある議論で、上院議員をやめた方が日本問題

についてお話しになられていて、その中で面白

いことを言われていたんです。これはきっとア

メリカ人の本音だなと思ったのですが、米中の

貿易戦争、貿易摩擦において、日本はこれを機

会にアメリカから中国市場を奪えると考えて

いるんじゃないかと。日本では、そんなこと日

本の力ではやれないでしょうという気がする

んですけれども、アメリカ人というのは、日本

のことはあんまり信用していない。中国という

おいしいマーケットを米中の貿易戦争によっ

て失うかもしれない。「誰が中国を失ったか」

ではないですが、そういう強迫観念があって、

それを奪うのは日本ではないかという発想な

んですよね。 

日本人を相手にすると、もちろん同盟の仲間

ということで、価値観も一緒だし、仲よくやっ

ていこうということなんですが、特に政策をや

っている人々の本心の部分では、同盟関係では

あるけれども、アメリカの国益はアメリカの国

益として考えて、日本については、正直に言う

と、信用していないということだと思います。

信用していないと言い切ってしまうと身も蓋

もないので、信用していると言うのだけども、

本心の部分ではおそらく信用していないとい

うのが正直なところかなと私は思います。 

そのことを私がどう思うかですけれども、国

際政治とか国際社会って、本来、善悪でやるべ

きだと思うのです。しかし、善悪で決着がつか

ないところがあるので、アメリカはけしからん

と言っても、そのことでアメリカ人が態度を変

えるわけではない。だからといって日本が中国

と仲良くやりましょうともならない。所与の条

件があまりにもあって、そのことを日本人の力

で変えようと思っても、なかなか変えられない

というのが国際政治だと思います。それは非常

に残念で悲しいことですけれども、その中で生

きていくしかないなと。 

私も時々、論説で「したたかに」とか、そう

いう言葉で書くんですが、「したたかに」って

何なのというと、なかなか具体的な答えは出て

こないというのが本当のところですね。あまり

希望のない話で申し訳ないのですが、そんなふ

うに考えています。 

質問 杉田さん、今回の受賞、おめでとうご

ざいます。回答は難しいかもしれませんが、ま

さにいまの制裁外交についてです。最近、アメ

リカの専門家、特に対ロシア関係も含めたウェ

ビナーなどをみていると、結局、最終的な結論
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は、どこまで効果があるんだろうか、あるいは

逆効果になるのではないかと思っています。例

えばロシアへの制裁を強めると、結局、中ロの

連携、さらに同盟関係に持っていってしまうの

ではないかというような議論も出て、どのウェ

ビナーを聞いても、結論は何なんだろうなとい

うのが私の最近の感想です。 

もう一つ、いま、バイデンがやっている、価

値観外交というべきなのかどうか、私はまだそ

の定義がはっきり確信は持てませんが、そうな

ると結局、アメリカの外交ツールとして、制裁

がどこまで有効なのか。これに代わるものとし

て何があるんだろうかと、いろいろと考えてい

ます。一つは、もし価値観外交とするならば、

国際刑事裁判所で人道の罪に関する問題とか、

しっかり制度設計して、国際的な枠組みとして

もっとこの制度を使うべきなのではないかと

いうことも考えるんですね。ただ、アメリカも

中国もロシアもこれには参加していません。基

本的にバイデンがやろうとしている価値観外

交、民主主義を掲げた外交というのは、非常に

危ういのではないかなという気もします。 

いまここで答えるのは難しいかもしれませ

んが、何かお答えがあれば、ぜひ聞かせていた

だきたいと思います。 

杉田 私も『アメリカの制裁外交』を書いた

ときは、制裁というのは結局は世界を分断して、

制裁を科したときの本来的な目的は達成でき

ずに、かといって解除もできずに、よく分から

ないまま続いていくというふうに思いました。

同時に、中国やロシアが連携したり、ユーラシ

ア大陸がイランも含めて一体化して、それと対

抗する形で海洋国家みたいなものが、G7 みた

いなところが一体化し、その結果、世界の分断

を加速させるといった思いがあったのですが、

最近は、ちょっと別の考え方も芽生えてきてい

ます。バイデン政権が、イランに対する制裁を

だいぶ手加減しているというのはよく知られ

ているところですけれども、ロシアとの関係、

プーチン大統領とバイデン大統領の先日の首

脳会談前に、ノルド・ストリーム 2という天然

ガスをドイツに送るパイプラインを、トランプ

は制裁だ、制裁だと言っていたんですけれども、

かけると言われていた追加制裁をバイデンは

かけなかった。メッセージの一つのツールとし

て使われているのかなと。ここはパワー・ポリ

ティクスの材料として使われているんだなと

いう気がしています。 

これまでは、外交があって、外交で交渉して

駄目だったら次は戦争ということだったんで

す。その間にもう一つ、制裁というツールが入

ってきた。そのツールが米ロ関係とか米中関係

とか米イラン関係という中で、加減をつけるこ

とによって使える手段だと。その加減は相手国、

アメリカに制裁をかけられる側も、当然そこは

意識しますので、そこでメッセージとして受け

取るということが出てきているのかなと思い

ます。 

もう一つは、イランに対する制裁があまりに

も厳しいのですが、どうもイランのいろんな数

字をみていると、経済成長が少しずつ進んでい

る。これは何かというと、中国がイランの石油

をマレーシアを経由して買っているというこ

とがある。制裁をかけるほうも、そのことを知

っていてかけているんだろうなという気がし

て、かけられるほうもちゃんと抜け穴を使って

やっているなという感じがしています。そうい

う意味では、一つの国際政治におけるピースと

して、制裁はいい意味でも悪い意味でも使われ

出しているなという感じがします。 

中ロ、あるいは中国とイランの連携ですが、

さっき言った 2つの価値観の問題で、他方の価

値観の国々も、アメリカ的価値観への憧れがす

ごくあるんだと思うんですね。これは日本をみ

てもまさにそうです。イランもハリウッド映画

は大好きですし、イスラムの世界の人たちはみ

んなそうです。アメリカの価値観と手を切りた

くないというのがあって、自分たちの価値観で

胸を張って生きればいいじゃないかと思うん

だけれども、そうはならない。アメリカとは違

う価値観で、中国とロシアとイランで一緒にな

って本当に胸を張って生きるのであれば、かな

りのブロックになって力になると思うんです

が、なかなかそれが成立しない。 

それはアメリカの持っている魅力というん

ですかね。ソフトパワーというのは、ジョセフ・
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ナイさん、立派な方だと思うんですけれども、

同時におためごかしみたいな感じがしている

んですが、そういうものに対する魅力というの

は、やっぱりあるんだなという感じがします。

「こっちについて来い」「俺のほうに来い」み

たいなことを言われると、反対側の人たちは

「いやいや、そんなことは嫌ですよ」という感

じで反発してしまう。でもアメリカの文化に対

する感情は、ラブ・アンド・ヘイトというとあ

まりにも単純な言い方になるんですが、そうい

うものがあるので、中国とロシアというのはい

かにアメリカの制裁が強まろうとも、なかなか

一緒にならないというものがあるのかなと思

います。 

価値観外交ですけれども、例えばアフガニス

タンから兵隊を引いたらタリバンが統治しそ

うですから、アフガンで一生懸命勉強している

女子学生などは、また家でじっとしてろという

世界になるわけですよね。場合によってはタリ

バン政権下では、13 歳で結婚して子どもを産

むことが当たり前になってしまう。その予想は

専門家の誰しもが言っているにもかかわらず、

兵隊を引いていく。そのアメリカが、香港やウ

イグルの問題で人権を言っている。もちろん香

港やウイグルの問題は、どんどん言うべきだと

思うし、日本もそれに合わせて発言するべきだ

と思いますが、価値観外交、人権外交というも

のを打ち出すアメリカがそれを言うときのダ

ブルスタンダードがある。人権外交は制裁と一

緒なんですが、大きな国益を追求する際のツー

ルであって、一つの大きな目標があって、その

中において人権外交が中国に対して使える、G7、

民主主義国家をまとめるために使えるという

ことになるから使う。けれども、アフガニスタ

ンについてはそのような国益がないので、そこ

は人権状況が悪化するのを知りつつも見捨て

ていくという冷酷さをすごく感じますね。 

中東ではそういうことがずっと起きている

ので、アメリカの人権外交で、時にもてはやさ

れ、その挙げ句に無残にも捨てられるという

人々があまりにもたくさんいる。そういう状況

を見聞きしてきた者としては、人権外交という

ものを手放しではたたえられない。ですので、

あくまでも国益実現のためのパワー・ポリティ

クスのためのツールであるというのが、バイデ

ンの価値観外交の本当の性格だと思います。 

司会 ありがとうございます。 

時間をオーバーしていますが、お二方に答え

ていただきたい質問がいくつか来ております。

もうしばらくお付き合いいただけますでしょ

うか。 

最初の質問です。「取材した後、これは書く

べき、これは書くべきではない、またはいまは

書くべきではないと判断する際の基準は何で

しょうか」。 

杉田 私はしばらくずっとコラムや論説、雑

誌の記事とか、本とか、そういうところを書い

ていますので、聞いて、「面白いな、へえ」と

思ったところを、翌日、「明らかになった」と

いうふうに書くことをしていないんですね。こ

れは怠惰になっているというか、よくないなと

思うんですけれども。 

もう一つの説明としては、私としては重層的

に物事を判断していきたいなという気がある

のです。例えば政府の人が食事をしながらこれ

を言ったと。それは面白いなと思うんだけれど

も、この人がなぜこれを言ったのかなとか、い

ろんなことを考えるためには、もうちょっと材

料を寝かせたいなという気持ちがあるんです

ね。一つのストーリーの中のピースとして使い

たい、もうちょっと別のピースを集めて深めた

いと思うかどうかが一つの分かれ目になるか

と思います。 

大久保 私は社会部の記者なので、起こった

ことはすぐに書きます。それが基本です。 

でも、今日ご紹介したような深い当事者のお

話というのは、当事者の状況もありますし、私

がどれだけ多面的に理解をしているのかとい

うのと、社会の情勢もあるかと思います。例え

ば子どもの性暴力は、20年前に、家庭内の性虐

待について個人的に取材を始めています。当時、

連載をしたいと思って結構取材をしたんです

が、まだ話してくれる当事者がそんなにいなか

ったということと、社会、社内も含めてですが、

それを受け入れるだけの土壌がなかったとい
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うことで、20年待ちました。いろいろな要素が

関わります。ただし、社会部的に言うと、起き

たことは、ニュースだと思ったら、それはすぐ

書きます。 

司会 次の質問です。「どんなことがあると

取材中に心が折れたり無力感にさいなまれま

すか。またそういうとき、勇気をまた奮い起こ

す源は何ですか」。 

杉田 米中のはざまで日本は何ができるか、

あるいは、アメリカとイランが対立している中

で、安倍前首相がイランに行って、何ができる

かなみたいなことを考えたときには、日本は中

国ともアメリカともパイプがある、関係が深い。

あるいはイランとアメリカと両方とも関係が

深い。だから日本独自のいろんな外交ができる

はずだと思うんですが、それはできていない。

そこで無力感を感じて、大国じゃないと駄目な

のか、核兵器を持っていないと駄目なんだなと

考えるときに、心が折れるというか、無力感と

いうのはありますね。 

一方で、大国のパワー・ポリティクスの中で

も、100％心が晴れるみたいなことはないんで

すけれども、時々、これはいいことが起きてい

るなと思うときが何回かあって、一つは、1995

年にニューヨークの特派員をやっていたとき

に、NPT（核拡散防止条約）の延長会議があり

ました。それまで NPTというのは時限の条約で

あって 1970年に発効したのですが、95年に大

きな会議を開き、無期限延長が決まったんです。

つまり、未来永劫、5カ国以外は核兵器を持ち

ませんということが全会一致で決まった。 

私はその会議を徹夜で毎日毎日取材してい

たんですが、日本は核廃絶を当時からずっと言

っていたので、国際政治でこんなことが起きる

んだと驚きました。もちろんそれは 5大国が核

を独占するという究極のパワー・ポリティクス

で、理想でも何でもないんだけれども、核兵器

を広げるのはやめようという国際的なコンセ

ンサスができたということが私にはすごく新

鮮でした。ケネディ大統領が、大統領に就任す

る前の 1959年に演説したときに、1970年には

核兵器を 20 の国が持つだろう、最初に持つの

は日本と西ドイツだと言った。しかし、そうい

うことは起きずに、その会議では 5カ国でやめ

ましょう、5カ国もできるだけ頑張って少なく

しましょうという約束をしたというところが、

ゴリゴリの無味乾燥なパワー・ポリティクスの

世界でもこんなことは起きるんだなというよ

うな思いがしたことはあります。 

もう一つ思い出すのは、90 年に私が旧ソ連

のバルト地方というところへ応援に行ったと

きに、バルト地方の国々が次々と独立宣言をや

るんですね。ようやくソ連のくびきから逃れて、

独立ができたということで。小さな国々ですけ

れども、そのとき私は 3カ国を回りながら、歴

史の最前線にいられたということの幸運な思

いと同時に、世の中にはこういうことがあるん

だと思いました。絶対に崩れないと思っていた

ソ連の支配から、少数の人々が一生懸命頑張っ

て独立を宣言したんだと感じましたね。 

独立宣言した後、ソ連軍の戦車隊が攻めてく

るといううわさ、流言が広まって――というか、

実際来るわけですけれども、そのときに彼らが

何をしたかというと、市民たちが日本の国会み

たいなところを、手をつないでぐるっと囲んで、

人間の鎖で守るわけです。独立宣言を行い、独

立の省庁である議会を市民が体だけで守る。こ

れは日本ではあり得ないような光景で、大国で

ないと世の中を動かせない、あるいは大国で生

まれない限りは、本当の意味での存在感のある

形では国際政治には関与できないという、すご

く冷徹な世界においても、こういうふうに一人

一人の市民が発意して、自分たちの自由とかを

獲得するということが起こるんだなという思

いをしたときに、世界はまだ捨てたもんじゃな

いなということを思った記憶があります。 

大久保 心が折れそうになるときは、取材が

うまくいかないときですね。最初に中国に行っ

たときに、中国残留孤児の取材でも、これぐら

い取材できるんじゃないかという予定を立て

た半分もできないということがあります。日本

でももちろんあります。そういうときに折れそ

うになりますが、人との相性もありますし、自

分が一生懸命やって、ここまでしかできなかっ

たんだったら仕方がないとか、もう少しできる

ことをやろうというふうにも思えるようにな
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っています。もちろん心が折れることもありま

すし、どなられたりというのもありますけれど

も、一生懸命やって駄目だったら仕方がないじ

ゃないという気持ちでいます。 

同時に、それは取材もそうですし、記事とし

て載っけていくときにうまくいかないことも

あるわけですよね。でも、先ほども言いました

けれども、諦めない。それは取材相手のことも

ありますし、同時に、私のことを全然知らない

第三者の読者から手紙やはがきをいただくこ

とが結構多いのです。会社の中の誰よりも私の

記事を読んでいるんじゃないかと思うような

手紙を読者の方からいただくことも多々あり

ます。この前、数えましたら、95年からいまま

で、1,554通ありました。批判も含めてですが、

そういう読者の声に支えられて、折れている場

合じゃないなと思って日々仕事をしています。 

司会 次です。「受賞おめでとうございます。

記者として人の話を聞くことは、感情が動いた

り、心を揺さぶられたり、時にメンタルにダメ

ージを受ける場合もあるかと思います。記者の

皆様には会社からのメンタルケアやトレーニ

ング、研修の機会などあるのですか。また、ス

トレスフルな仕事を終えた後にはこれという

セルフケアなどありましたら、教えてくださ

い」。 

杉田 私の世代はそういうケアというのは

全くなくて、大阪の社会部時代は先輩との、い

わゆる古い日本の職場における癒やし合いみ

たいな感じですかね。 

国際報道に携わってからは、現象が巨大で、

自分のメンタルの弱さとか、そういう部分を考

える時間とか余裕がなかったというのが正直

なところです。湾岸戦争が 1991 年 1 月に起き

て、私は中東にいたんですけれども、これで戦

争が起きたらいろんな人が死ぬなと。私はイラ

クなんかもよく行っていたので、あの人たちは

死ぬんだなと。それはひどいことだと思ったけ

れども、実際、戦争が起きて、その後、アフガ

ニスタンとかいろんなところで戦争がずっと

続く。イラクも戦争が続く。そういうときに、

あの人たちはどうしているのかなという思い

は時々あるんですが、そういうことをいろいろ

考える間もなく、次から次に展開があって、そ

のことを追いかけて伝えるのが精いっぱいで

した。 

同時に、自分の先入観が崩れるときがありま

す。湾岸危機があって、戦争が起こるというの

で、イラクからたくさんの人が逃げるわけです。

難民キャンプに行くと、クルド人もたくさん逃

げてきた。トルコに行ったときに、イラク北部

に住んでいるクルド人のおばあさんがいて、

「こんなこと、サダム・フセインはしょっちゅ

うやるんだ。私は自分の村を捨てて逃げるのは

これで 6回目だ」と言うんですよ。ずっとリヤ

カーみたいなものを押して、自分の家財道具で

大事なものを持って、しばらくたって安定した

ら戻るというんですよね。 

「それは大変でしたね。そんな悲しい話があ

るんですか」みたいなことで一生懸命聞くんで

すが、そのおばあさん、すごく明るいんですよ

ね。私はそのとき独身だったんですけれども、

「あなたは家族を置いてこんなところに来て

いていいのか」と言われて、「私は独身なので

大丈夫なんです」と言うと、「それはあなたの

ほうがよっぽど不幸だ」とカラカラと笑われた

んですね。 

戦地にある人々の戦地慣れというと、言葉が

単純化しすぎてよくないんですが、そういう部

分の強靱さというか、そういうものを知ったと

きに、自分のメンタルの弱さとか、そういうも

のを吹き飛ばすような学びを往々にして感じ

ました。 

これは国際報道をやっているがゆえに――

というと、ちょっと僣越かもしれませんけれど

も、日本ではあり得ない状況で、たくましく生

きているたくさんの人々とじかに顔を合わせ

て、一生懸命話を聞くことによる得がたい経験

というか、体験というか、自分の考え方が変わ

って成長していくものがあるのかなと思いま

す。 

大久保 私は杉田さんより少し下の世代で

すけれども、私の世代もメンタルのケアなどは

一切なかったと思います。 

私は何かあれば仲間とお酒を飲んで、愚痴っ
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て、話をしてということで消化していきました

かね。私は戦争下とか、本当に超ストレスフル

なところには自分の身を置いたことがないの

で、もしかすると戦争下に行くとやられちゃう

かもしれないですが、ふだん、日本で取材して

いる中ではそういう感じです。 

司会 大久保さんにあと 1 つ質問が来てい

ます。「記者クラブ賞おめでとうございます。

記者の方、皆そうでしょうが、言葉を厳密に慎

重に使っておられると思います。大久保さんか

らもそのように感じています。このことについ

て大久保さんが留意されておられることがあ

ればお聞かせください」。 

大久保 書くときは見直しができるので慎

重に使っている気はするんですが、しゃべって

いると、ついしゃべり過ぎてしまうので、今日

は大丈夫だったかとすごく心配しています。同

じものをみても、多分、みる人によって違う。

私がみるのと、いま、司会をしてくださってい

る江木さんがみるのと、人間が違えば感じ方が

違いますから、私がみたものを、あんまり私ば

っかり出してしまうと主観的になり過ぎるの

で、そこは本当にさじ加減が難しいところです。

分かりやすく事実を伝えつつ、私がどうみたの

かということを載せていくという、工夫という

か、自然にそうなっているという感じかもしれ

ません。あまり偉そうなことは言えません。私

もまだ修行の途中ですので。 

司会 ありがとうございました。 

以上で、2021 年度日本記者クラブ賞受賞記

念講演会を終了します。大久保さん、杉田さん、

会場の皆さん、ご視聴の皆さん、ありがとうご

ざいました。 

 

文責＝日本記者クラブ 


