ノンフィクション作家
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秘めた、言えないけどここを言いた

間のドラマは全て会話によって成り

いんだというところを書くのが大事

立っているわけですよね。だから、

― 「ノンフィクション作家」の

だと思うんですよ。それを、家族な

なるべく会話を残そうとする。

要とはなんだとお考えですか。

どの証言や、手紙など、色んなこと

― 新聞記者とノンフィクション

ノンフィクションは、小説ではな

と照らし合わせて、書く。本人だっ

作家の違いはありますか。

いので、事実を書き残すのだけど

て考えてることがわからないことも

やはり会話ですかね。会話を全部

も、本人が言ったことをそのまま書

あるじゃないですか。言われてみ

捨ててから、１つの説明文にするの

くものでもないと思っています。本

て、そうだよねって。それに、みん

が新聞記事ですよね。僕は新聞記者

人が言った通りではなく、言わんと

な、昨日あったことさえよく覚えて

も長くやっていましたが、会話を入

することを書くのが大事だと思って

いない。記憶って非常に曖昧ですよ

れると文章が長くなる。新聞記事

います。ノンフィクションは説明文

ね。ノンフィクション作家の一番の

は、最初に結論があって、その後ど

じゃないんですよ。その人が実際に

敵は、記憶なんです。

こでも切れるようにしてあるんです

どんな人で、自宅に帰ったらどんな

―

実際にあったかのようにしゃ

よ。そうすると会話の余地がない。

会話を交わしていて、酒を飲んだと

べりますけど、結構違っています

会話がない文章なんて、本当はおか

きにどんなふうに暴れて、飲まない

よね。

しいんですよ。

ノンフィクションを書く

なら憂さをどう晴らしてとか、そん

違うんですよ。それを複数の人に

な話が大事になると思うんです。

何度も聞いて、これは違うなあと思

― 言わんとすることを書くので

うところはそぎ落として、正しいと

すか。

思うことは会話にして残そうとして

『トッカイ～不良債権特別
回収部～』

こんなふうに言いたかったんだけ

るんです。僕は、基本は、会話の復

― 2020 年 １ 月 か ら ４ 月 ま で

れどうまく言えなかった、心の中に

元が一番重要だと思っています。人

WOWOW で放送された『トッカイ
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～不良債権特別回収部』
、あるいは

べきじゃないかとも思いました。と

その原作も、主な舞台は大阪です

ころが、守秘義務があって、どうし

ね。「バブル紳士」に絡んだ話は、

ても表面的な話しか書けない。弁護

― 清武さんの作品には、『しん

東京にも多かったと思います。大阪

士の方々についても、何をしゃべっ

がり～山一證券最後の12人～』
『奪

を選んだのはどうしてですか。

て、何をしゃべらなかったかが大事

われざるもの SONY 「リストラ部

やっぱり大阪の事件のほうが濃密

なんですよ。例えば中坊さんが激怒

屋」でみた夢』も、「繁栄の後」に

で面白いんですよ、泥沼が深いとい

した、トイレに行くと言ってプイと

残った人物に光をあてたものが多い

うか（笑）
。東京の人は、なんてい

帰ってしまったというとき、何考え

と感じます。

うか、あっさりしてる。大阪の借金

ていたかは誰もわからないじゃない

『後列のひと 無名人の戦後史』と

王たちのほうが、非常にしたたかで

ですか。こう言ったっていうのはわ

いう文藝春秋の連載が７月末に本に

バイタリティに溢れていると僕は思

かっても、何を言わなかったのかが

なります。これは講堂に集めたら前

いました。

よくわからない。でも、色んな人の

列じゃなくて、後ろのほうにいるよ

―

話を聞いて、たぶんこんなこと考え

うな、聴衆だったら後ろのほうで

たんだろうなあっていうのが、僕は

黙って凝視している人。つまり無名

大阪で、そういう話を聞くこと自

大事だと思うんですよ。しかし守秘

の、下で支えてるんだけど、何か起

体が、新発見でした。ある債務者に

義務があるから、言わんとするとこ

きない限り表には現れないような

は３回会って、３回目は喧嘩になり

ろが書けない。内面に踏み込みづら

人。それでいて組織を支えているよ

ました。本音とか、色々詰めて話を

い。だから、弁護士さんが主人公の

うな人々の戦後史です。そういう人

していくとどうしても怒る。

ノンフィクションはあまり見ないの

のことを書くことに意味があると考

―

かもしれないですね。

えています。僕は、トップランナー

特別回収部～』には大阪弁護士会の

― なるほど。ただ、私は住管機

は書かないんです。

弁護士がかなり登場します。

構や整理回収に関わった者として、

債務者からも取材されたので

すね。

原作の『トッカイ～不良債権

中坊さん（故中坊公平弁護士）を

旧住専などの社員に光をあててくだ

はじめとして、弁護士さんの人とな

さってとてもうれしく思いました。

りが世間に伝わっていないと思うん

ありがとうございます。

光をあてるべきところ

弁護士に求めること
― 依頼者の言わんとするところ

ですよ。はじめ、弁護士さんを主人

― 原 作 も WOWOW の ド ラ マ

を言葉にする、事実を丁寧に集め

公にした「弁護士とトッカイ」にす

も、非常に細かいやりとりが丁寧に

る、記憶を信じないといったところ

描かれている印象を受けました。ど

は、弁護士も、ノンフィクション作

れぐらいの時間をかけて取材や執筆

家に似ているかもしれません。

をされたのでしょうか。
３年半ぐらいですかね。

めるものは、粘り強さですね。そし

― きっかけは何ですか。

て誇り高く権力に抗する弁護士で

ある人から、「整理回収機構って

あってほしいと思っています。これ

覚えてる？」って言われたんです。

までに取材してきた弁護士さんも

それは書かないとダメだよ、あなた

『トッカイ』にでてくる弁護士さん

は山一證券の破綻の原因を追及した
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そうですね。僕が弁護士さんに求

も、粘り強さがものすごい。

人々を書いたよね。それだったらい

僕は、弁護士には、
「官」がつく

まだに頑張ってやってる整理回収機

職業とはちがって、仕事に時効はな

構の人々の話は書き残さなだめで

いと思っているんですよ。官の人っ

しょう、って言われて。

て、それを職務としてるじゃないで

すか。一定の時間が過ぎると、時効

僕が好きだった弁護士さんが、弁

とか、あるいは上司の命令とか、そ

護士は貧乏じゃできない、だけど金

ういったものでやめますよね。でも、

持ちでもできんと言っていました。

― 弁護士の話で何か心に残って

弁護士の方々がやってることには、

ちょうどいいところ（笑）。

いる言葉はありますか。

本質的には時効がない。債権回収に

―

いいあんばいですね。

言葉の大切さ

弁護士さんから教わったことはた

しても時効が成立しそうになると、

貧乏じゃ続けられんし、金持ちだ

くさんあります。裁判をやってると

また貸金訴訟を起こして、時効を延

と損得抜きに続ける意思を失ってし

きに、勝てますかねえって聞いた

ばしたりして、あらゆる手を考える。

まうかもしれない。みんなやっぱ

ら、その方、もう亡くなったんです

諦めるのは簡単で、みんなそうやっ

り、有名事務所、きれいな事務所

けどね、「志があれば負けというも

て自分の中の辻褄合わせるじゃない

で、高報酬でっていうのが最高じゃ

のはないんですよ」とおっしゃった

ですか。僕は、そういうのがあんま

ないですか。楽しいし。でも、それ

んです。勝ち負けはあなたの心中に

り好きじゃないのです。こだわるこ

を目指しちゃおしまいだと思うんで

あるから、と。それから、過去の資

とが大事だから、こだわりを、一部

すよ。やっぱり、僕らの声は、どっ

料をまとめたりするのって面倒くさ

の弁護士さんが持っていてくれると

ちかというと、どぶ板通りの事務所

いじゃないですか。するとね、「面

いうのは、やっぱり希望ですよね。

のほうが聞いてくれるんじゃないの

倒なことは大事なことなんですよ」

『トッカイ』に出てくるある弁護士さ

と。どぶ板を渡って人の話を聞く作

とか言われるんです。「大事なこと

んは、たぶん、不正とトリックを暴

業って、もう流行らないかもしれな

は面倒さの中に潜んでいる」とか

くのが好きなんですよ。寝ずにやっ

いけれど。作家でもなんでもそうだ

おっしゃる。へえ、うまいこと言う

て想定が事実とぴちっと合って、こ

けど、やっぱり権力に近い側に行っ

なあと思いました。弁護士さんの中

れだっていうところが面白いんだと

ちゃうとおしまいだから。

には名言を語る人がおられます。

思うんですね。僕はそういうふうに

僕はね、逆風のときに書けって言

追及する人は、非常に貴重だと思う。

うんです。そのときこそペンをとるべ

僕は、
「書くのだ。お前を知る人

― さまざまな弁護士をみてこら

きだと。弁護士さんも、逆風のときに

間はお前しかいない」とかね、そう

れたと思いますが。

支える人が僕は本物だと思うんです。

いうのを部屋の壁のあちこちにペタ

― 言葉って大切ですね。
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ペタ貼ってるんです。もうこれも僕

な、薄ぼんやりした希望、薄明かり

の心に沁みないなあと思ったら剥が

みたいなものがないと書き続けられ

僕は父より１年くらい長く生きた

す。言葉自体は有効期限が短いの

ないし、読者も、こんな世の中ダメ

いので、79歳で死亡って書くんで

で。毎朝そうやって自分を励ます。

じゃんって思うだけじゃないです

す。そうすると、あと８、９年ほど

―

清武さんでもそうなんです

か。そういう若干の希望があるか

しか生きられない。大事なのは、最

か。弁護士も、よく、「起案の神様

ら、何とか生きてるんじゃないかと

後のところに、自分の希望を入れる

が降りて来ない」などと言うことが

思うんですよね。徹底的に叩きなが

んですよ。例えば、桜の盆栽づくり

あります。

らも希望を見つける作業がないと、

では天才と称えられたとか（笑）。

生きて書いている甲斐がない。

いつか見事な桜の盆栽を育て上げた

のでね。

― 清武さんは書くことがずっと

ら格好良いなあって思っているだけ

―

仕事で、これは、人々の心に、やっぱ

なんですが。夢を達成しようとする

り残るわけで。こんな人みたいに頑

のが大事なんです。

人間はすぐに社会に同化し、同調

張ろうっていう気持ちになります。

― 何ができるかをイメージする

していく。そのときの感動も、世の

ありがとうございます。前に『空

中を良くして行こうという気持ちも

あかり 山一證券“しんがり”百人

死ぬまでにやるべき「バケットリ

忘れてしまう。大昔、学生運動を

の言葉』って本を書いたことがある

スト」も書いています。死亡記事も

やっているときは、こんなにデモに

んですよ。

いくつで死ぬって自分で決めないと

しかも、毎日降りて来ないと困る
そうやって書き続けていて、

どんなことを思いますか。

― これからの道標ですか。

わけですね。

参加する人がいるんだから、きっと

朝起きたときにぼんやりとした空

ダメなんです。いつか死ぬかもしれ

世の中は良くなるんだろうって思っ

明かりがあるじゃないですか。あて

ないけれど、良い仕事して、良い日

てました。ところが、新聞記者に

にならないけれど、そういうものを

に死にたい。記憶に残る仕事を自分

なって、書いても書いても世の中は

目指して生きている。そうじゃなけ

でやるために。あらかじめ自分で記

変わらない。それに絶望的な気持ち

れば人生もつまらんなと。

す死亡記事は希望記事になります。

になるときがある。例えば不良債権
問題を追及しているときも、３年く
らい同じようなこと書いてるわけ

これからも、ノンフィクション作

これからの時間の過ごし方

家として、組織の陰で人知れず支え
ている人に光をあてた作品を書くこ

じゃないですか。またこんなことが

― これからどのような仕事をす

とで、そういった人たちを、ここで

あった、あんなことがあったって。

るか、時間を過ごすかについてお考

見ていますよって、励まし続けたい

ただ、その中に小さな希望を見つけ

えになったことはありますか。

と思います。そして弁護士さんにこ

たい。こんな人もいるよねって見つ

新聞でいう死亡記事、あれの自分

けないと、記事を書き続けようとい

自身のものをもう作ってるんです。

う意欲にならないですよ。だから、

一番大事なのは、何歳で死去ってい

いつも記事や本の終わりは、あやふ

うこと。あと何年生きるかって、自

やだけど、朝の太陽が上る前みたい

分で決めて書くんです。
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そ、無名の後列の人々を支えてもら
いたいと思っています。
2021年（令和３年）３月５日
（金）
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