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事故の後であったが，2年前，その20周年が
終わると，世界はあたかも喪が明けたかのよう
に「原発回帰」を始めた。79年のスリーマイル
島原発事故以来，原発の新規発注のなかった
アメリカでブッシュ政権が新型原子炉と核燃料
開発に乗り出し，イギリスやイタリアもそれま
での消極姿勢から原発の新規建設に転じ，事
故の当事国のロシア，ウクライナ，ベラルーシ
も新たな原子力開発に前向きである。中でも日
本は東芝がアメリカのWH社を買収し，日立が
GE社と提携するなどメーカーが国際再編を進
め，国内やアメリカのみならず，2020年までに
30基を増設する計画の中国やインドなど巨大
市場への進出を計っている。

その一方で去年の中越沖地震で想定外の揺
れに襲われ損壊を受けた柏崎刈羽原発がいま
だ復旧の見込みが立たないように，足元の安
全性への不安は解消されていない。また原子力
開発初期からの課題であった高レベル核廃棄
物の最終処分場はいまだに決定していない。

つまり原子力は引き続き問題を抱えながら拡
大する方向に向かっており，事故，トラブルの
発生の増加も懸念されるため報道の機会は増
えることこそあれ，減ることはないであろう。テ
レビにおいて原子力報道はますます重要度が
高まっているのである。　

こうした状況下，筆者はこの50年，日本の原子

  はじめに

「我々は，気候変動とエネルギー安全保障上
の懸念に取り組むための手段として，原子力計
画への関心を示す国が増大していることを目の
当たりにしている。（中略）このような背景の下，
日本の提案により3S 1）に立脚した原子力エネル
ギー基盤整備に関する国際イニシアティブが開
始される」

7月8日に発表された北海道洞爺湖サミットの
G8宣言の中に上記の文章が含まれていること
にメディアはあまり注目しなかった。

だがこの一文の背後には，文言を用意した日
本政府の政策上の強い意志がうかがえる。地
球温暖化対策を名目とした国内での原子力発
電所の増設と日本メーカーによる海外への原発
輸出の振興である。

日本初の「原子の火」が東海村に点って去年
で50年を迎えた。いまや日本は全国17箇所に
立つ55基の原子炉が電力供給の30％を支える

「原発大国」である。だが1970年代から原発は
安全性が疑問視され，建設に際しては各地で
反対運動が起こり，80年代以降事故が起こる
度に激しい批判が集まるなど，緊迫した情勢が
続いてきた。

世界の人々の反原発感情がピークに達したの
は1986年旧ソ連で起こったチェルノブイリ原発

原子力報道に何が求められるか
～テレビ制作者たちとの対話～
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力開発についてテレビが何を伝えてきたかについ
て調査し，『NHK放送文化研究所　年報 2008』
に論文を上梓した2）。そこではNHKアーカイブ
スに保存されたNHK制作の番組や横浜の放送
番組ライブラリーにある民放の番組の内容分析
が主な仕事であったが，その傍ら番組の制作者
を訪ね，ヒアリングを重ねた。本稿ではそのヒア
リングのうち年報論文に掲載されなかったものを
中心に過去の原子力報道に足跡を残した人々の
体験と，その結果得られた知見を記録すること
で，今後の報道のあり方を考える糧としたい。

今回登場するのは田原総一朗（ジャーナリス
ト），小出五郎（元 NHK解説委員），岡原武

（広島テレビ文化情報センター・専務），金平
茂紀（TBSアメリカ総局長）の4氏である。

 Ⅰ. 田原総一朗氏との対話

　

「原子力がかわいそうだった」
ルポルタージュ『原子力戦争』の舞台裏
─田原さんはテレビ東京のディレクター時代に

原発を取材されていますが，きっかけは何だっ

たのでしょうか？

田原：原子力船「むつ」が 1974 年 9 月に試運
転をして放射線が漏れたんですが，大騒ぎに
なって，それから「むつ」は陸奥湾に固定され
たままになったんです。そのときに取材に行っ
たら反対派には「もし『むつ』が睦奥湾で風で
転覆したら第 2 のヒロシマになりますよ」って
言ってる人もいるんですね。そんなことはない
だろうと，やっぱり反対派はだめかなと思い，
推進派はどうだろうと思って集会に行ったら「み
んな放射線が危ないっていうけど風邪ひいたら
ラジウム温泉に行くでしょ」と言っているので，
これは反対派よりも質が悪いと思った。両方の
本も読んだのですが推進派も反対派もほとん
ど孫引きばっかりでね，これじゃ原子力がかわ
いそうだから，原子力発電って何だろうと，調
べてみようと思った。丁度その頃僕は干されて
いましてね，テレビ東京で。だから時間がある
から陸奥湾にも何度も取材に行きました。「展
望」という雑誌で連載しようと決めていました。
─テレビでは原子力を扱うのが難しかったん

ですか ?

田原：原子力は危険だという番組なら作れたで
しょうね。でも僕は危険とか安全じゃなくて，
もっと原子力を素直に見つめてみたかった。当
時のテレビ東京は NHK と違って丹念な取材
ができるほど制作費が出ない。だから自費で
取材をした。その代わり時間をかけましたけれ
どもね。取材から書き始めるまでに 10 ヶ月くら
いですかね。

まず原子力発電所を作っている側も取材しな

（たはら・そういちろう）
1934年滋賀県生まれ，60年早稲田大学文

学部卒業。JTB,岩波映画製作所，テレビ東京
（当時の社名は東京12チャンネル）のディレク
ターをへて77年フリージャーナリストに。著書
に『原子力戦争』（筑摩書房），『テレビと権力』

（講談社）ほか。テレビ番組は『サンデープロ
ジェクト』『朝まで生テレビ！』（ともにテレビ朝
日）にレギュラー出演。
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いといけないですね。だから三菱重工とか，日
立とか，東芝とか取材に行きました。造ってい
る現場，工場も取材しました。原子力船「むつ」
を造った責任者にも何人も会いました。もちろ
ん反対運動をやっている団体，その中心的人物
にも会いました。たぶん人数にすれば100人く
らいに会った。

取材ではテレビ局の名刺は役立ちましたね。

広告代理店の圧力でテレビ東京を退社
─田原さんの『原子力戦争』は「展望」の

1976 年 1月号から連載が始まりますが，すぐ

にクレームがついたんですよね。

田原：これは名前を出さない方がいいんですが，
大手広告代理店が原発反対の住民運動への対
策を東京電力と組んでやっていたんですね。い
かに住民たちを反対派から推進派にしていく
かってことをね。そのことを書いたらその代理
店がテレビ東京に「こういう連載を続けるなら
スポンサーを降りる」と圧力をかけたんです。

いまはテレビ局は割に強いからそういうこと
はないんですが，当時テレビ東京は弱い局でし
たから，スポンサーに代理店を経由して乗って
もらっていた。それをやめると言ってきたんです
ね。それで僕はテレビ東京の上から「連載をや
めるか，会社をやめるか」という選択を迫られた。
「そんなことは関係ないだろう」と僕は言った

んですが，局長と部長が処分された。監理不
行き届きみたいなもので。その処分の通達が
廊下に出ていました。「ここまでくるのか」と
思っていたら，別の局の局長から電話がかかっ
てきて，「お前やめた方がいいんじゃないか。
上司にこんな迷惑をかけて…」ということを言
われまして，これも会社の意志だと思って，連
載をやめないで会社をやめたんです。

「本当のディスカッションがしたかった」
タブーに挑んだ『朝まで生テレビ！』

─ 田原さんがフリーになられて 10 年目の

1986 年にチェルノブイリ原発事故が起こって，

日本でも主婦層を中心に原発反対の声が高ま

りました。田原さんはテレビ朝日で始まったば

かりの『朝まで生テレビ！』で原発をテーマに

激しい討論を展開します。当時在京キー局は

原発をやりやすい状況だったのですか？

田原：やりにくい状況でしたね。だからテレビ朝
日の『朝まで生テレビ！』でやったのはテレビで
初めてですよね。高木仁三郎 3）とか久米三四
郎とか反対派の学者と東京電力や電事連の推
進派の中枢が同席して討論するのは，テレビで
も新聞でもなかった。

反対派は推進派を「彼らは営業であり，金儲
けだ，そのために人を殺しても平気だ」というよ
うな言い方をしていた。推進派は反対派を「あ
れは宗教だ」と決めつけていました。だから会
話を交わすことがなかった。原子力発電の問題
をやるのなら自信のある理論的にわかった推進
派と反対派が同席してディスカッションするの
が一番と考えていました。当時『朝まで生テレ
ビ！』は5時間でした，いまは3時間で，私の
年齢とともに短くなりましたが…原子力は5時間
を少なくとも3回やりました。
─原発は『朝まで生テレビ！』　にぴったりの話

題だったのですね。

田原：そうでしたね。これは本当のタブーでし
たね。部落差別問題とか，暴力団の問題とか，
天皇制の問題とかやりましたが，原発が一番苦
労しました。つまり同席しない，とくに推進派が。
反対派は割に出てくれるんですが推進派が嫌が
るんです。説得するしかありませんでした。これ
はテレビ朝日のプロデューサーの日下さん 4）が，
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1週間に3，4回通ったんじゃないですか。推進派，
反対派両方に。彼は僕と違って非常に穏やかで，
冷静な人物で，推進派に行って追い返されると

「そうですか」って帰ってきてまた行くんです，2，
3 日で。ということの繰り返しで約 1 年かかった。
─田原さんとしては前からやりたかったテーマ

ですか？

田原：原発反対派も推進派も歩み寄る気はまっ
たくなかったと思います。つまりコミュニケーショ
ンする気がなかった。これはコミュニケーショ
ンしなくちゃだめだと思った。そういうことをや
るのがメディアだと私は思っていましたので。活
字とテレビは基本的に違うものだと思っていま
すが，活字はあらゆることが言葉になる，言葉
に収斂されるわけですね。大きな声で言おうが
小さな声で言おうが，絶叫しようが，同じ言葉
になっていく。だから論理的には収斂しやすい
けど，それは実は限られた表現手段であって，
それに対してテレビは，顔色，目の色，輝き，
仕草，声のトーン，あらゆる表現手段を総動員
できるわけですね。そういうテレビの場でこそ
やりたい，と思っていました。
─ルポ『原子力戦争』でやったことと『朝まで

生テレビ！』はつながっていたんですね。

田原：専門家に 5 時間もディスカッションしても
らうには司会者の私が理解していないとできな
い。だから1 冊長い本を書いたので私も基礎知
識はわかっていたので司会ができると思った。
生意気な言い方すると反対派の議論に「あんた
違うよ」，推進派の議論に「大雑把だ」と言えな
いとディスカッションが成立しませんからね。
─最初にやったとき，印象に残ったことは？

田原：まず最初は言葉が難しかったですね。やっ
たことないんですね，両方がためらっていまし
たよ。どういう風にディスカッションすればいい

のかって。生まれて初めて推進派は反対派と議
論したんですからね。だから本筋に入ってくる
のに多少時間がかかりました。番組全体として
は反対派の方が勝敗では有利でしたね。とこ
ろが視聴者から 3 〜 400本かかってくる電話で
は，推進派有利の軍配が上がっていましたね。
反対派は言葉の勢いもいいし，歯切れもいい。
だけど推進派が非常にまじめにやっているとい
う感じで受けとられていて意外だった。だから
視聴者はよく見ているなと思いました。私が持
論として言っているのは「視聴者は利口じゃな
いけど，馬鹿じゃない」。リテラシーがありますよ。
─電力会社や原子力産業は民放にとって重要

なスポンサーですから，原発報道はやりにくく

ないですか？

田原：東京電力は『サンデープロジェクト』のス
ポンサーです。それで番組を始めるときに東電
と話し合った。原子力やるよ，って。事故が起
これば必ず放送するし，危険性も検証する。話
し合いの結果，原子力を扱う回は東電は降り
るってことで了解しました。

どこが相手でもそうしますよ。日産がスポン
サーのときもあった。日産の業績不振とか事故
もやるんですが，そのときだけスポンサーを降
りてもらった。結局は闘いですよね。どっちが
頑張るか，強いかっていう…。

どんな企業だって自分のところの商品をけなさ
れるのには反対しますよ。あの会社の化粧品は
インチキだ，なんて番組やったらその化粧品会
社は全部スポンサーを降りるって言いますよ。あ
る番組でやれば，その局のすべての番組から引
き上げるって言うんですよ。いまスポンサーはそ
ういう言い方をします。それが普通じゃないです
か。大事なのはそれとどう話し合いながら闘う
かってことです。政治も同じです。
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─小出さんが最近出された『仮説の検証』を読

むと若いディレクター時代に原子力と取り組んだ

ことが記されています。とくに 70 年代にアメリ

カで起こった原子力安全論争の情報を入手して

翻訳して雑誌に寄稿された活動が印象的です。

小出：70 年代に大場さんという先輩と『原子炉
危険論争』という本を書いたんですよ。経済
性から危険性から ECCS（緊急炉心停止装置）
から高速増殖炉から廃棄物から輸送から，あり
とあらゆるテーマを1テーマずつ月刊誌「技術
と人間」に連載していった。

あのときにはまだインターネットなどないにも
かかわらず，アメリカの情報がよく入手できまし
たね。アメリカ下院の公聴会で極めて厳しい，
日本では考えられない論争が行われていて，そ
の議事録などが東京・虎ノ門のアメリカ大使館
にあるUSIS（アメリカ広報文化交流局）で手に
入ったんですよ。そこにいた日系2世の人がと
ても親切でじゃんじゃん取り寄せてくれた。アメ
リカでは論争の結果，また核兵器の拡散が起
こったことから，新しい原発建設をやめるよう
になりました。

他の文書類もダンボール何箱分ももらい，溜
め込んで読みました。原発事故の確率を論じ
たラスムッセン報告なんかが分冊になってある
んですね。あれを日本の原子力関係者が金科
玉条のように思っていたのがおかしかったです
が…。
─アメリカは当初原発を日本に売り込んだ国で

すが，問題が認識されると徹底して議論して情

報も公開される。その柔軟さが面白いですね。

小出：アメリカは温暖化問題でもブッシュのよう
な無関心な人もいればゴアのように熱心な人も
いる。政策のチェンジがすごい。あれが政権
交代というものでしょう。日本にはありません。

（こいで・ごろう）
1941年東京都生まれ。東京大学農学部水産

学科の卒業研究で原子炉の冷却水中の放射性
物質の生体濃縮を調べるなど，早くから原子力に
関心をもつ。64年NHK入局後は科学番組ディ
レクターとして『あすへの記録・耐震設計』（77年）
や『NHK特集・核戦争後の地球～世界の科学
者は予見する』（84年）『NHKスペシャル・驚異の
小宇宙・人体』（89年）など環境，エネルギー，核，
医学などをテーマとした番組を手がける。1989
年から2006年までNHK解説委員。近著に『仮
説の検証～科学ジャーナリストの仕事』

『朝まで生テレビ！』は長くやっているので
「あの番組にはやられてもしょうがない」と企業
は思ってますね。20年以上やっていますからな
んとなくそんな見方が出てきちゃった。だから
いまタブーはまったくないですよ。

テレビはやっていくら，やらなきゃ意味ないんで
すよね。タブーは面白い，局が大騒ぎになります
からね。去年の暮れにも部落解放問題をやった。
大阪の放送局が嫌がるんですね，絶対やめてく
れと言ってきました。でもやりましたけどね。やっ
て結局問題なかったんですよ。テレビ局って面白
くて問題なければ結果オーライですよ。

 Ⅱ. 小出五郎氏との対話
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科学ジャーナリズムの可能性と問題点
─今回アーカイブス研究をしてわかったんですが，

70 年代に科学技術の知識に立脚した取材方法

が NHK の科学番組班から出てきた。それ以前

は専門知識がないので政府や電力会社の言い

分を伝えるか，反対運動を撮るかどちらかしかな

かった。そこへ小出さんたちが専門知識を元に

独自の見方をし始め，役所の発表に頼らない番

組作りができるようになってきた。初の本格的科

学ドキュメンタリー番組『あすへの記録』（1971

年～78 年）はその嚆矢で，小出さんが作られた

『原子炉安全テスト』（76 年）や『耐震設計』（77

年）は科学的事実の積み上げによって原子炉の

安全の確保がいかに困難であるか，安全を担保

する基準がいかに頼りないかをリアルに伝えてい

ます。この方法論がその後 1979 年のアメリカ・

スリーマイル島原発事故，81年の敦賀原発の

放射能漏れ事故，86 年のチェルノブイリ原発

事故が起こる中で力を発揮し，NHK の原子力

報道の主流となっていったと思います。

小出：それはその通りだと思います。ただ 70 年
代の当初は原発の番組はなかなか作れません
でした。たまに教育テレビで放送できても評判
が芳しくない，とくに NHK の上層部からは「余
計なことやりやがって」みたいな，悪評が伝わっ
てきました。「原発推進はマスコミの使命だ」と
言って脅かす人もいたし…。
『耐震設計』という番組では浜岡原発の耐震

設計が古文書を元に遠州灘の沖合い遠くに震
源を設定して最大加速度を計算した頼りないも
ので，想定外の直下型地震には耐えられない
可能性を指摘しました。この番組は最初は『原
発耐震設計』というタイトルでしたが，番組プ
ロデューサーが途中で不安になってタイトルか
ら「原発」の2文字を削り，さらに石油備蓄基

地の耐震設計問題も挿入するよう指示しまし
た。中部電力の反発が怖かったからです。こん
な「自主規制」をしても中部電力は怒ってしまっ
て，それ以来ぜんぜん付き合ってくれなくなりま
したが…。

もちろん客観的な調査報道は科学技術への
理解が前提になってできるようになりました
が，セクションとしてのその後の科学番組部

（当時）のあり方には問題を感じることもあり
ます。彼らは科学って特殊な専門領域と思っ
ている。『ためしてガッテン』の系譜のスタジ
オの科学ショー，自然もの，評価が高い健康
医学ものもあるし，それで科学番組部はやっ
ていけると思っている。よそから何も口を挟
まれず，自分たちの担当番組で絶対だという
のがあって，それをやっている人ははまり込
んで専門家風になる。むしろ何でもやる社会
情報部（当時）でやっているもので科学に切
り込むものの方がより科学番組らしかったり
する。その傾向は90年代にとくにはっきりし
てきたんじゃないでしょうかね。
─出発点というか，目線が低いですよね，市民

とか一般視聴者の関心に近いというか…。

小出：科学番組部の作った科学番組は妙にも
のわかりが良すぎる。
─他方でディレクターと記者の間にも仕事の

仕方に微妙な違いがあるような気もします。小

出さんは，ご自分が番組を作られていた頃に記

者のやり方とぶつかったことはありましたか？

小出：ディレクターは取材源が相当多岐に渡って
いるものだから，自分なりに人脈を持っているじゃ
ないですか。そこで裏を取ったりするわけですよ
ね。官庁などの記者クラブを中心に取材してい
る記者とは取材の仕方が違うから，それとの鬩

せめ

ぎ合いみたいのが組織の内部でありましたね。
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記者から意見を言われたことは何度もありま
す。解説委員やってからもずいぶんあります。
記者は「そんなこと文部科学省はまだ言ってい
ない」とか言ってくる。僕は「そんなの関係ない
じゃない」って言うんだけど平行線。
─私も番組作るときに番組の責任者から「デー

タは国が発表したものを使うように」と言われ

たことがあります。国が嘘をついたり，大事な

ことを発表しなかったらどうするんだって思いま

したね。NGOなどがいいデータを持っているこ

ともあるのに…。

小出：原子力のようなセンシティブなことになる
と尚のこと国，霞ヶ関が発表したものを使えと
なる。国際環境会議もそうでした。リオデジャ
ネイロとヨハネスブルク，2 回行きましたが，日
本の取材班は日本外務省高官のあとを追いか
けている。広報官がいるのでそこに行く。

「社論がないので多様性のある報道ができた」
─とはいえアーカイブス研究の結果，NHK の

原子力報道は総体としては内容豊富であったと

いうのが私の実感です。

小出：公共放送でありながら国営放送と揶
や ゆ

揄さ
れることもあり，何かといえば外から口を出され，
それへの対応が毅然としていないという問題は
あるが全体としては多様性を維持してきたこと
が評価できると思います。

組織としては原子力について社論がなくて
ごちゃごちゃしているのがよかったと思います。
でも新聞社は違う。読売，産経は元々原子力
推進で，そこに揺らぎがありませんが，朝日新
聞は当初推進のキャンペーンを張ったけど揺り
戻しがあって「イエス，バット」という路線に
なった。「原子力はイエスだが，重要な点は見
逃さない」ということですが評判が悪かった。

NHKの場合，そういう社論みたいなものはまっ
たくなしで，言わないでいこうというのがありま
した。その効用は案外大きかった。いわば放
し飼い状態であったので，多様性のある番組
を放送することができました。
─たしかに NHK には「国のやっていることだか

ら協力すべし」とか，もっと踏み込んで「原子

力は大事だ」という人もいれば，小出さんのよ

うに本音では「もうやめた方がいい」と思って

いる人もいる。

小出：それでも殺されたり，やめさせられずに中
にいて番組を作り続けることができました。社
論がないというのはジャーナリズムの一つのあ
り方として注目されてもいいと思う。
─小出さんは定年後，日本科学技術ジャーナ

リスト会議会長もされ，若いジャーナリストの

育成に尽力されています。今後組織で原子力

報道を担う人材を育成するとき大切なのは何で

しょうか？

小出：この手の仕事は結局，人が大切で，とく
にその志が問われます。組織としてそのことを
どう教育するか，というのが組織ジャーナリズ
ムの一番重要なことだと思う。生活を保障して
志のあるジャーナリストをどう育てるかが組織
の仕事ですよね。あとは放っておけばいい。す
るとパワーが出てくる。ところがいまはそういう
原理とはまったく違う新自由主義経済のものの
考え方が幅を利かせている。競争に勝たなく
てはとか，受信料は上げないでいきたいとか，
そっちの方の「改革」ばかり優先しているとこ
ろが違うんじゃないかって思います。いつの時
代にも「一丁やってやろうか」という人がうごめ
く余地がありましたが，それがいまなくなって
いるのではないでしょうか。

もう一つ大事なのは，こういう仕事は「ぐず
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ぐずやる」のが許されないとできないということ
です。それを無駄と見るか，だから良いと見る
かが大きな分かれ目だと思います。いまそれを
みんな無駄と見るようになっているけど，おかし
いなと感じます。そうなったときに組織ジャーナ
リズムって何なのかってことになる。何を伝える
のか，となると一人一人の人に負う部分が実は多
いんですが，そこの部分が育つのには時間がか
かるんです。世の中全体がサラリーマン化して
いって，お金の形での目標達成には理解が得ら
れるけれども，それ以外については評価しない
という風潮を変えないといけないと思います。

 Ⅲ. 岡原武氏との対話

「過去ではなく，現在の被ばくと向き合う」
─岡原さんが作られた『プルトニウム元年』の

3 本のシリーズ番組はフランスから返還される

プルトニウムが日本に運ばれ，高速増殖炉「も

んじゅ」の燃料に使われる，さらに青森県六ヶ

所村で使用済み燃料の商業用再処理施設の建

設が始まる，という日本の原子力利用の転機に

放送されたタイムリーな企画でした。被ばく地・

広島の放送局としてのぶれない確かな目線と強

いメッセージも印象的でした。とくに 92 年に

放送された最初の番組は，テロ対策を理由に

核燃料の陸上輸送の情報を公開しない島根県

と公開を求める市民グループの激論を端緒に，

六ヶ所村で進む再処理工場計画の未来を追っ

てフランスのラ・アーグやイギリスのセラフィー

ルドの再処理工場周辺の放射能汚染と白血病

の増加に光を当てます。そしてフランスからプ

ルトニウムを輸送するため横浜港で改造中だっ

たパシフィッククレーン号（後の「あかつき丸」）

を発見し，入港記録が改ざんされるなど謎の多

い行動をスクープしています。広島の放送局と

しては異例の，原子力についての番組を作るこ

とになった経緯と理由をお話しください。

岡原：入社してから 20 年目に当たる 1991 年
の春に僕は福山支局から帰ってきて市政の担
当になりました。市政は「原爆の日」の 8 月

（おかはら・たけし）
1948年岡山県出身。72年同志社大学卒業

後，広島テレビ入社，事業課，制作部をへて
84年に報道部へ移り，警察担当，福山支社
報道部，市政，県政担当となり「原爆の日」の
特番を制作。1992年日本のプルトニウム利用
の動きを追った『プルトニウム元年・ヒロシマか
ら～日本が核大国になる？！』を制作，日本テ
レビ系列のNNNドキュメントの枠で全国放送，
93年の「地方の時代」映像祭大賞，日本ジャー
ナリスト会議奨励賞を受賞する。

93年1月にはフランスから返還されるプルト

ニウムの輸送船を追った『プルトニウム元年・
Ⅱ　あかつき丸･･･隠される核』，8月には日本
の原発労働者の被ばく実態を描いた『プルト
ニウム元年・Ⅲ　隠される被ばく　ヒロシマは
･･･』を全国放送するが，1年半後の95年春，
営業局への異動を命じられ，10年間報道現
場を離れた。現在，広島テレビ文化情報セン
ター・専務取締役。
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6 日は完全に仕切らなあかんわけですよ。8.6
の特番から式典中継まで。それを担うと結構
重圧もかかってくる。それまではずっと先輩が
担ってきたんです。ドキュメントを作って賞を
獲る先輩の姿を見ていたから今日の僕がある
な，と思います。

それで91年秋はプルトニウム・アクション・
ヒロシマという市民団体ができようとする頃で，
東京でアジアの反プルトニウムの人たちの会合
があって行って帰ってきた人の報告を聞いた。
そして，ああ，日本が再処理してプルトニウム
を使うってどういうことなんだろうと考えて勉強
し始め，春になって今年の夏はこれでいこうか，
という気持ちになり，わけのわからないまま，
たたき上げの企画書を作りました。六ヶ所村と
は何か？ということになりますね，国内では。
次にはセラフィールドは？ラ・アーグは？ってこ
とになって，それも絡めて企画書を出すと「やっ
てみい」ってことになった。それが最初の『プ
ルトニウム元年・ヒロシマから』です。

広島ではわが社も含め各社はずっと8.6に原
爆ものを作ってきました。だけど原発，いまの
ことに関してはものが言えなかった。それを思
い切ってやることにしたんです。
―最初に PART Ⅰをやるときに，局内で抵抗

はなかったですか？

岡原：局内はそのとき全然抵抗ないんですよ。
局内の人間の大半はプルトニウムをプラネタリ
ウムと勘違いしたんじゃないですか。報道の人
間は知ってますけど，営業などの人間はまっ
たく認識も何もなかったでしょう。
─番組が出来上がってからはどうですか？

岡原：社内的には議論になりましたね。社長立
ち会いで社内試写会をやった。ところが試写
が終わっても社長が立ち上がらない。みんなさ

あっと部屋から立ち去っていくけど，社長がい
るから担当の報道のラインは動けんじゃないで
すか。そこで議論になるんですね。「君らこれ
を放送するんか」というわけです，社長は。社
長は読売新聞から来ている方で，疑問があっ
たから問いただしたと思いますがそれに対して
僕はいまでも忘れられんのは，現場の直属の
上司から報道局長までが一列になって，鳥が
我が子を庇うようにというイメージなんですけ
ど，僕のことを庇ってくれた。お前は一切言う
こといらん，という態度で全員で風に向かって，
社長への説明もしてくれた。
―社長はそのとき何と言ったんですか？

岡原：「内容が一方的だ」ということ。まあス
ポンサーというのが頭にあったんだと思います
よ，当然。議論は覚えていませんが上司たちは

「広島の局としては間違っていない」といった
趣旨で説得してくれたと思うんですよ。

「広島が目にした被ばく体験を生かす」
─「プルトニウム元年」の PART Ⅰは放送し

て大好評でしたが，岡原さんは休む間もなく

PART Ⅱに取り掛かりますね。日本弁護士連

合会（日弁連）の原子力部会の視察旅行に同

行したり，フランスからプルトニウムを運ぶ「あ

かつき丸」を追ってできたのが 93 年 1月に放

送した『プルトニウム元年・Ⅱ　あかつき丸…

隠される核』ですね。

その後 PART Ⅲの『プルトニウム元年・Ⅲ　隠

される被ばく　ヒロシマは…』では浜岡原発で

働いて白血病で亡くなった青年のご両親が息

子の労災認定の申請をしたことを契機に，原

発内労働の放射線管理のずさんさや下請け労

働者の被ばく実態を追いました。さらにチェル

ノブイリでは広島放射線影響研究所の理事長
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が団長をつとめる IAEA（国際原子力機関）の

調査団が，かつて広島で行われたような被ばく

の影響の過小評価を行っていると告発していま

す。実はこうした原発労働者の被ばく実態を描

いた番組は少ないのですが，ここにテーマを据

えた狙いは何でしたか？

岡原：93 年の夏を何にしようかというときに，
爆発の爆じゃなくて，じりじりと焼ける被曝が
日本の原発の現場を支えているということを考
えました。低線量被曝は大丈夫って話ばっか
り聞かされるが，ちょっと違うな，広島として
ほっといていいのか，ってことになって低線量
であろうと高線量であろうと人体への影響はど
うなっているんだろうと，興味をもって調べる
ようになりました。もちろん遺伝的影響にまで
は踏み込めなかった。僕個人に確信があるわ
けでもなく，医学的に一番論争のある部分です
よね，広島でも。ただ人体への影響がないと
いうことはない，と確信をもっていましたから，
PART Ⅲはそこでいくと決めました。

空襲は全国にあったし，第2次大戦後も世
界中で戦争が起きている。その中で何で広島
なんや，と考えるとやっぱり原爆による，放
射線による被害が違う，ということになる。熱
い痛いで終わってしまわない，後に残る部分
の被害を広島は目にしたのではないか，とい
うのが僕の思いでした。火へんの爆だけでな
しに，日へんの曝についてもやっぱりいま，
広島の目でやっとかんといかんなという気持ち
があったんですね。
―原爆の直後から多くの患者を診てきた広島

の町のお医者さん二人がとても存在感があり

ます。

岡原：広島が体験したことをチェルノブイリで
繰り返してはいかん，と言った於保っていう先

生は当時もう亡くなっていましたが私の会社の
先輩のお父さんだったんですね。話もちょこちょ
こ聞いていたし，本も何冊か読んでいたもの
ですから，インタビューフィルムを一部使わせ
てもらいました。お医者さんが被ばくの初期に
苦労してガン患者を一人，また一人と発見して
いったことも表に出したかった。もう一人の原
田東眠さんもその後亡くなりましたが，お二人
とも広島を象徴する良心的な方たちでした。

突然の異動で配置転換
―ただこの PART Ⅲの番組を放送した 93 年

8 月以降に“事件”が起こりますね。

岡原：PART Ⅲを放送したあと，電力関連産
業労働組合，つまり中国電力の第 2 労組が手
紙を寄こしました。会社にムチ入れられとった
んじゃないですか。原発反対派ばかり出すの
は何事か，と書いてあった。その後山口県の
人からも同じような質問書がきた。白血病で死
亡した原発労働者の件は労災だというが，白
血病は自然発生もある。チェルノブイリから広
島に白血病の治療に訪れたカーチャはチェルノ
ブイリ事故の影響ではない，事故後に生まれと
るのに被ばく者なんて嘘だ…そんな内容でした
が，それに対しても回答を送りました。

やっぱり原子力産業にとって生命線である低
線量被ばくの影響を伝えたのが効いたのかな，
やがて中国電力の広報が訪ねてきました。質
問書を自分らで持ってきて，口頭でやりました
ね。「意見を申し上げに来たのであって抗議で
はない」と言っていました。電事連も来ました。
2週間遅れて来ました。すぐには来ない。練り
に練ってから来る。
―やはりデリケートでしたね。その後中国電

力は一時，第 1 労組から「報道の自由への介
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入」と批判されますが，態勢を立て直すと広

島テレビが日曜の夜に放送する新しいスポー

ツ番組のスポンサーを降りると通告して年間

1,000 万円の CM 出稿料を引き上げてしまい

ますね。

岡原：そうそう，それが取りやめになって中国
電力は広島のよその局に出すことにした。うち
もそれに対して切り返してほかの部分で金を出
してもらうようにした，いくらか減りはしました
が。ところが社内的に営業局中心に「売上げ
が落ちた，落ちた」の大合唱が始まった。我々
がしつこくやったからです。1 年という短期間で
3 本放送した。これを放っておけばまだまだや
ると思われたんです。
　原子力推進側は必死で止めに来たんですね。
結局，放送から1 年半後の 95 年の春に報道
局長，次長，プロデューサー，そしてディレクター
の僕の計 4 名が営業局に配転になりました。
　これは中国電力から直接介入されたという
よりも，きつい言い方すると会社の「自己規制」
だったのかも知れません。僕はそう思うけどね。
それとも次の活路を見出す方策だったのかよく
わかりませんが。ほとぼり覚ましでしょう。
─会社は中国電力は大きなスポンサーなので

このままの関係ではまずいと判断してこうした

人事を行ったのですか？

岡原：そういうことです。大きいスポンサーで間
違いないです。92 年にニュースセンター作ったと
きに経常利益がドーンと下がった。地元でも下
から数えた方が早いくらいの成績で，格好悪かっ
たんじゃないですか。新館つくって，経営的に
イケイケだけで行けない事情があったと思いま
す。だから「このまま中国電力さんがうちに背を
向けられると困る」という意味ですよ。大スポン
サーですよ，それは。ローカル局にとっては。

─年間 1,000 万くらいですか？

岡原：いやいやそんなもんじゃない。もっと
もっと。
─どのくらいですか，億いきますか？

岡原：ちょっとわかりません。ローカルでいえば
まず間違いなくトップですよ。ほかに思い浮か
ばんでしょう。我が社の売上げがいま 100 億
切って 90 億としてその 6.5 割が東京，大阪が
10 億弱，キー局から流れてくる金もあるから，
ローカルは残りの十数％。10 億ちょっと。そ
の中で電力が最大のスポンサーであることは間
違いない。
─岡原さんはそれからどうなさりましたか？

岡原：僕は 95 年から 3 年間広島で営業をやっ
て，98 年から 2005 年の春まで大阪の営業を
丸 7 年。ちょうど 10 年間営業で，それから，
2005 年に本社の報道局次長として帰しても
らったんですが，それから報道 1 年半，制作
が 1 年半，それで去年の 10 月にいまの子会社
に出向になりました。
─最後は報道の現場に戻ったんですね。

岡原：10 年ぶりはきつかったですよ。世の中も
報道そのものも変わっていたから…。

「後継者を絶たれたことが残念」
─岡原さんは 10 年営業にいきましたが，あの

番組をやったことを後悔しませんでした？

岡原：それはない，そういう後悔はない。もう
やりきったと思いますよ。そのときそのとき，や
れることは全部やったと思いますから。ただ事
件として僕らがそういう目にあったことを教訓と
して若い人がテーマから目をそらしているとする
と残念です。それは他人ごとでなしに，国を含
めて世界を含めて自分自身のことになってくるの
にな，と思いますけどね。そういう観点でいま
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1953年北海道生まれ。77年TBS入社，報

道局社会部記者等をへて，91～94年モスクワ
支局長，94～2002年『筑紫哲也NEWS23』
担当デスク，02～05年ワシントン支局長，05
～08年6月報道局長，現在アメリカ総局長。

の被ばくの問題なんかも考えていってもらったら
いいと思います。核燃料サイクルの問題にしても，
低線量被ばくの問題，いまの原子力施設などで
の被ばく状況の問題，レントゲンなんか掘れば
いくらでも問題が出てくると思うけど，そういう
ことについて誰も手を出さない。出せないのか
出さないのかわかりませんが，寂しいですね。

ただ，いまはデジタル化への出費で民放が疲
弊しており，売上げも落ちていますから，あの頃
のように誰かに逆らうなんてことができにくくなっ
ていますね。経営基盤が揺らぐと駄目ですね。

 Ⅳ. 金平茂紀氏との対話

市民による反原発運動を取材して
「考える」ニュースを出す
─金平さんが原発のことを取材し始めたきっか

けは何だったのですか？

金平：僕は 1977 年に TBS に入り，いまでい

う社会部の内勤みたいなことやっていたんで
すが，77 年という年は，原水爆禁止運動の
統一話が持ち上がっていたときでしたね。原
水禁と原水協が，統一世界大会をやろうとして
いた。僕は新入社員で，社会部を担当してい
ましたが，なぜかそのときの先輩に「お前は
原水禁運動をやれ」と言われたんですよ。そ
こで市民運動とか，原水禁，原水協の両方に
取材をして回ったんです。神田司町の秋元ビ
ルにあった原水禁の事務局や原子力資料情報
室とかに，何も知識もないまま足しげく通って
いたんですよ。そのときに原水禁事務局の坂
本国明さんとか，フォトジャーナリストの豊崎
博光さん，高木仁三郎さんやジャーナリストで
軍事評論家の前田哲男さんなんかと出会った。
そういうところから原爆と原発は一字の違いで
すが本質的には同じ原理に根ざした出来事で
はないか，ということを漠然と考えながら，原
発のことを少しずつ勉強していった。事務局に
いた人の啓蒙は大きかった。特に高木仁三郎
さん。いつも書庫にこもって本を読んでおられ
て，書き物をされていたですね。それから間も
なくしてスリーマイル島の事故があって，日本
でも市民運動の中に反原発を唱える機運が出
てきた。

取材をしていてその運動は，運動の形態と
してとても面白い，普通の市民の人がやってい
ましたから。そこをカバーしたのがきっかけで，
いろんなことをやりました。ニュースの中でた
とえば「原子力発電に反対する市民のデモが
行われた」と伝えたいときは，東京電力がスポ
ンサーになっていない枠で放送した。東京電
力は我が局にとって非常に大きなスポンサー
ですから。東電のスポンサーの枠でそういうこ
とやるときは，東電に降りていただくか，そう
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じゃない枠でやるって形にしないとまずい，っ
てことがあった。当時『テレポート6』という番
組の大きなスポンサーは東京電力だったです
ね。だから違う東京ローカルのニュースの中で
扱った。「ニュースの内容でスポンサーに配慮
するのはとてもよくない」，ということを当時の
デスクは言ってましたね。「きちんと出せる枠
で出しましょう」と。「ああなるほどそういうも
のか」と思った。いくつもの事故があって，僕
自身，東海村，大飯の原発とか中にずいぶん
入りました。
─その頃の在京キー局はよく原発問題を取り

上げていましたか？

金平：その局の社会部の中に敏感な反応があ
るかないかは，すごく大きな違いを生みました。
原水禁運動というと原爆による被害の補償金
の問題とかやってましたが，僕はそれとは違
う，原発などを含んだニュークリアエナジーと
いうものと人類との共存がはたして可能であ
るのかどうかをもっと広い視野で捉える運動
の萌芽があると感じていた。そこにピンと来る
人と，まったくそうじゃない人がいた。

そのときに高木さんの本『プルートーンの火』
がとても説得力があって，放射性廃棄物の半
減期は人類の歴史より長いとか，プルトニウム
の危険性とか毒性みたいなことについて初歩
的な知識を徐々に得ていきました。
─金平さん以外にもそういう知見を共有する

テレビの制作者や記者は多かったですか？

金平：少ないですよ。広い意味での社会運動と
いうんですかね。そういうものを継続して担当
している社会部の記者っていまや絶滅危惧種
でしょ。そんなことやってる人いないですよね。
週末はいろんな催しがたくさんあるじゃないで
すか。だけど，どこのニュースを見ても，NHK

も含めてですけど，そういう催しを取材してい
る人はゼロでしょ。僕らの頃ってよくそういうの
をやっていましたよ。市民集会に出かけていっ
て，そこでどんな発言があったとかね，海外か
ら来た人はこういうことを訴えたとか，そういう
ことをきちんと取材していました。それがいま
ニュースの現場から一掃されたんじゃないです
か。いまは事件・事故ばかり。世の中のニュー
スっていうと出来事，悪事とか，猟奇的な事件
とかばっかりでしょ。
─考える要素がニュースにないですよね。

金平：ないですよ。わかりやすいって意味では
これほどわかりやすいものはないんでしょうけ
ど，ただ世の中って本来は複雑なものですか
らね。とくに市民運動とか社会運動を惹起す
るようなソーシャルプロブレムは，公共的なと
ころで起きているみんなの問題なんですけど，
すぐには回答とか出てこないでしょ。本当はす
ごく大事なニュースの取材対象になるんですけ
ど，手間隙

ひま

とか専門知識とか，時間と能力が
必要ですよね。それが端から完全に放棄され
るような，そういう傾向がありますね。

原発というテーマの論争提起性
─取材者として原発問題と向き合う醍醐味はど

こにあると思いますか？

金平：原発というテーマがコントラバーシャル，
論争提起的なものだから，これほど推進派と
反対派が相容れないテーマはなかなか見つから
ないってのがあって，そういう意味で原発を取
り上げるのはある種のテクニックや勇気が必要
ですよね。覚悟がね。それは出し方とかすごく
気を使いながらやるってことと，原発ってもの
を取り上げることで人々や取材対象の反応がわ
かるってことでいうと，ある種のリトマス試験紙
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の役割を果たしているんですね。たとえば報道
局長だった僕のところに送られてきたメディアの
原子力担当の OB で作られている「原子力報道
を考える会」の手紙ですが，すごいですよね。
ここに込められているある種の怨念というか，
どうしてこうなっちゃうんだろうと思ってしまうわ
けですよ。新聞やテレビ報道の小さな間違いも
見逃さず厳しく批判する非寛容というか…。反
原発の人がとても戦術的にまずかったり，間違っ
たことを言ったりするケースはたくさんあります。
でも推進派の人のやり方にもこのやり方じゃ無
理だろうというところがたくさんある。たとえば
隠蔽。都合の悪い情報については隠すみたい
なことをします。でも一方で人の間違いは許さ
ない。そういう体質の集団を相手に取材して報
道するのは，情報を扱う仕事をする人間にとっ
てはものすごくチャレンジングですよね。間違え
たら自分の身が危なくなるんですから。
─情報格差がありますよね。相手は専門家で

一方的にデータを持っている。こちらはほとん

どないところから出発しますよね。

金平：情報格差を解消するために，一番納得
できるのは高木仁三郎さんが提唱した市民の
ために市民が必要とする科学の知識を伝える

「市民科学者」っていう発想ですね。専門性と
は何かとか，数値化とは何かとか，そういう普
遍的な問題提起を原子力発電所の問題を通し
てやっていた。そこが僕は「原発問題から入っ
ていくといろんなことがわかるぞ」という意味
でとても面白いと思うところです。

ところで，当局側，お役所側の原子力関連
雑誌に，原発を担当している新聞などの記者
たちがずっと語っています。顔写真入りで出て
いる。そういうの見ると僕は，「この人たちは
結構甘いな」と思います。たぶん何かの問題

提起をしてるんでしょうけど，それは僕らの言
葉でいう「アル原」ですよね。アルバイト。ちゃ
んと原稿料も入る。でもそういう関係になっ
ちゃうととてもまずいです。
─いまは担当記者と電力会社などの懇談会や

懇親会がすごく多いみたいですね。

金平：多いですね。過去にも接待がすごい時
期がありましたよね。原発の温排水で育てたう
なぎの弁当とか，一番多かったのはタクシーチ
ケットですね。
─反対運動は各地で弱まっていますね。部分

的には強いところがあっても…。

金平：いや弱いですね。とくに景気ってことあ
るでしょ。「そうは言ったって交付金として地方
に落とされる金は大きいよ」ってなる。ところ
がそういうもので出来上がったいわゆる箱モノ
の公共施設は役立たずで，「何でこんなもの
作ったんだ」となった。とっても不幸なプロセ
スになってしまうのは原発の存在自体が持っ
ている理不尽さみたいなものの現れだろうなっ
て気がします。こういうコントラバーシャルな問
題ってのは実はメディアは避けて通れない。似
ているのは死刑の話ですね。原発是か非か，
死刑制度是か非かみたいな形で，すごく似て
いる。いま世の中の空気は犯罪とか，そうい
うものに敏感に反応して厳罰化にいっているで
しょ。早くやっちまえ，みたいなね。原発なん
かについても「四の五の言うな，こんな景気の
悪いときに」ってなる可能性が高い。

でもそんな中でも高レベル核廃棄物処分場
の立地調査受け入れを焦点にした四国の東洋
町の選挙の話はとても面白かったですね。一
番ぎりぎりのところでの選択をあの人たちはし
たんだと思いますね。町が過疎で厳しいけど，
何が一番大切か選んだってはっきり言ってます
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よね。ああいうところ見るとまだ，日本って多
様性を失っていないなと思いますね。

ニュースの想像力を回復する
─今年は青森県六ヶ所村の商業用再処理施設

が本格稼動すると言われます。私はアーカイブ

ス研究をして気づいたのですが，1993 年くら

いまでは NHK も地元民放もけっこう核燃料サ

イクル施設の問題を繰り返し伝えているんです

が，93 年に着工してから現在までの 15 年を

みると放送された番組の本数は非常に少ない。

青森県域や東北ブロックで放送されるニュース

や番組はありますが，全国放送はほとんどない

んです。「ニュースがないから」って説明もあり

ましたが…。

金平：ニュースがないって言うより，ニュースに
するんですよ，僕らは。だってニュースがないっ
て言うけど，ニュースのフォーマットとか型とし
て「初めて」とか「最高」とか「最低」とか，
ある種の眼に見える現象，わかりやすい現象
がないとニュースじゃない，という想像力を欠
いたニュースの捉え方をしているから，徐々に
変化していく現象へ思いをいたすことができな
い。僕なんか想像力の欠如だと思う。ニュース
がないって言ったって，日 あ々るんですよ，実は。
そこに目がいかないだけで。
─いわゆる紋きり型のニュース観…。

金平：それが一番悪いわけで，ステレオタイプ
は一度出来上がってしまうと，壊すと何てこと
するんだ，ってことになりますよね。もう一方で，
ニュースの価値を判断する人たち，編集長と
か，そういう人たちが「厄介なのは避けようよ」
みたいなのはある。さっき言ったようにコント
ラバーシャルなものをいかに料理するか，ア
ジェンダとしてセッティングするかがニュースの

醍醐味なんですが，現実には「これはニュー
スだよな」という安全なところから選んでいく
傾向がありますね。

でも，どちらかというと原発の問題は，原発
自身に問題があることを伝えないとか，伝えよ
うとしないとかいうことよりも，ステレオタイプ
なものを求めてしまうニュース感覚の方が問題
だと思う。ニュースが出なくなったのは，そう
いうニュース感覚，想像力を広げる方向にいっ
ていないからだと思いますね。
─ 金平さんは 1999 年の『NEWS23』で 10

年以上前に“反原発ソング”とされて発売中止

になったロックミュージシャンの忌野清志郎とカ

バーズの『サマータイムブルース』を放送して「表

現の自由」が奪われる問題を提起していますね。

金平：タブーを作らないっていうのが僕らの社
会の進むべき道なんで，タブーを作るととんで
もないことになることを僕らは何度も経験して
きているが，ところが実際はタブーがあるんで
すね。この間のドキュメンタリー映画『靖国』
の上映中止騒動 5）と似ていますけども，萎縮
しちゃうっていうか，出そうとする方が「これ
やっぱりやばいから，止めといた方がいいん
じゃないの」みたいな感覚に支配されてしまう。

実際見てみるとやるべきものはやっているし，
いろんなリアクションはあるし，考え方もいろ
いろあるってことがわかるんですがね。

  おわりに

このリポートの目的は4人のテレビ制作者の
体験談と提言を通して，これからの原子力報
道を考える上で参考になる材料を提示すること
である。そのため，今回筆者が何らかの結論
を述べることは控えたいと思う。ただし最後に
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4人の発言内容について論点ごとに整理，確認
しておくこととする。
1．タブーに挑戦する

田原，金平両氏は原子力はコントラバーシャ
ル（論争提起的）なテーマであるがゆえにテレ
ビ報道のテーマに適していると指摘した。だ
が同時にテレビ局にとって敬遠されるテーマ＝
タブーとされる傾向もあり，これに対しては敢
然と挑戦すべきだと説いた。
2．スポンサーとの関係

原発報道がとくに民放にとってタブーとなりが
ちな理由として，有力なスポンサーである電力
会社からテレビ局が圧力を受け担当者が配置
転換される歴史があったことを地方民放局の岡
原氏の体験は示している。これに対し，在京
キー局で仕事する田原，金平両氏は原発を報じ
るときは電力会社にスポンサーを降りてもらう
など「駆け引き」=「闘い」が重要であると主張，
放送局の経営基盤の違いが報道姿勢に微妙な
影響を与えることが浮かび上がった。
3．専門知識

4人のテレビ制作者はすべて一時期原子力に
ついて猛勉強している。推進側との間に圧倒
的な情報格差がある中で相手の発表に依存し
ない報道をするために専門知識は必要だが，
同時に専門性に埋没すると社会と遊離する危
険性があることを小出氏は指摘した。一般市
民の視点を保つ重要性については金平氏も「市
民科学者」への言及を通じて触れている。

他方，岡原氏は被ばく地・広島の放送局と
しての目線とこだわりが，番組制作の原動力で
あったと証言した。
4．取材先との距離

小出氏は取材者は官庁などの発表に頼らず，
取材源を多角化するように警鐘を鳴らした。金

平氏はPR誌への寄稿や懇親会などを通じて無
意識のうちに電力会社などと癒着しがちな若い
取材者の行動を憂慮した。
5．人材育成

今後の原子力報道を担う人材の育成につい
て，小出氏は性急に成果を求めず，時間をか
けた育成が必要であると提言し，金平氏も自
らの新人記者時代を想起して市民運動などの
息の長い取材を通じて時代の思想を学ぶなど，
バックグラウンドとなる教養の涵養が大切と説
いた。それが今日テレビが陥っているステレオ
タイプな報道を脱して，ニュース感覚と想像力
を広げることにつながるという。

最後に筆者が本稿の取材を通じて感じた集
約点を1つ述べるならば，原子力というテーマ
に取り組むためには知的にも精神的にも「豊か
な個人」が必要であり，組織はそうした人材
を育み，活躍の機会を与えなくてはならない
─ということであろう。

（ななさわ きよし）

注：
1）保障措置（核不拡散），原子力安全，核セキュ

リティ
2）「原子力 50 年・テレビは何を伝えてきたか〜

アーカイブスを利用した内容分析」
3）（たかぎ・じんざぶろう）核科学者。1975 年

原子力資料情報室を立ち上げ，脱原発運動の
リーダーに。2000 年逝去

4）日下雄一（くさか・ゆういち），テレビ朝日プ
ロデューサーとして『朝まで生テレビ！』を
18 年間担当。2006 年逝去

5）今年 3 月，靖国神社をテーマにしたドキュメン
タリー映画『靖国 YASUKUNI』に文化庁所管
法人から助成金が出ていたことを自民党国会議
員らが問題にすると，右翼団体などの妨害を恐
れた映画館 5 館が上映中止を決めた。その後民
放連や日本新聞協会などが「言論・表現の自由」
を守る立場からコメントを発表，自主上映や映
画館での上映の動きが広がった。


