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79

京谷六二（きょうや・むに）
1985 年、光文社に入社し、カッ
パ・ビジネス編集部に配属。以
後 2000 年 3 月までカッパ・ビ
ジネス、カッパ・ブックス編集部。
2000 年 4 月、週刊宝石編集部
へ異動。2001 年 2 月、週刊宝
石の休刊に伴って、再びカッパ・
ブックス。2002 年 10 月、広告
部へ異動。以後、2010 年 5 月、
早期退職に応募して退社するま
で営業職。2011 年 7 月、志 木
電子書籍を成立。電子書籍デー
タの検品、校正、制作、販売を
手がけている。

それは当時の私がいたって単純な左寄りだったということ

原稿に小見出しをつけてみることにする。

である。カッパ・ブックスの場合、３、４ページに一つぐらい

詰めなので、４００字詰め原稿用紙三枚で見開き程度の分量

行

「一九六五年、日韓条約締結をめぐってのスッタモンダのさ
の割合で小見出しが入っているので、原稿用紙５、６枚に一つ

字×

い、吉田茂は、
『日本の朝鮮統治は成功であった。日本は朝鮮

当時のカッパ・ブックスの基本フォーマットは

に工場をたて、義務教育をほどこし、近代化のスタートをき
の小見出しをいれていく。そうすることで重複箇所や、小室

もあるのだが、しかしそれにしても、

らせてやった』と言った。椎名悦三郎外相はさらに「欧米帝
氏の原稿の構造が少しずつ頭に入り始めた。

から大金借りてるくせにデカイ顔しやがって。だからオレは

度が一変し、このチョーセン、何言ってやがるんでエ。ひと

ても黙って聞いている。ところが日本人だけが集まると、態

国人は日本人を恨み、一方の日本人はさんざん悪口を言われ

べて、その残酷さの程度において、はるかにすくないのに韓

「日本の朝鮮統治は、欧米帝国主義諸国の植民地統治にくら

いか。
」

腹の中では、こう思っている人も、ずいぶんと多いのではな

今や日本人で、かかる主張を高原する者はいない。しかし、

った。これほど韓国人の神経を逆撫でする言葉はあるまい。

かったら誰も買わないでしょ？」

うか買わないかを判断するんだよ。その小見出しがつまらな

と最初に目に入るのが小見出しなわけ。それを見て読者は買

だよ。書店で本を手にとってパラパラ見るでしょ。そうする

「あのね、小見出しっていうのは読者をリードするものなん

けて口を開いた。

ラめくってざっと見終わると、座っていた椅子をこちらに向

これまでの作業分を師匠に手渡した。加藤氏はそれをパラパ

いうので、私は内心ドキドキしながら（小心者なのである）

加藤氏が「とりあえずできたところまでを見せてみろ」と

それからしばらくしたある日──。

「あ、はい……」
「何この最初の見出し。『韓国は近くて遠い国』ってアホか。

署があったことだ。この部署は印刷所と編集部の間に存在す

そんな当たり前の寝

る部署で、賛否両論があったのだが、要は編集者が原稿作成

そんなもの誰だって知ってるでしょ？

小室さんの原稿の面白さが

ぜんぜん伝わってないでしょ」

に集中できるように、それ以外の進行などに関する部分を受
ある時のこと──。

け持ってくれる部署だった。
隣の部署（カッパ・ホームス）で一年先輩の遠藤浩氏が初
校ゲラに真っ赤に赤字を入れ、かつ新原稿を入れて戻したと

「それにさあ、なんだか全体に調子が〝もったかもったか〟
でもってもっと強い見出しをつけてよ」

ころ、これを見た出版総務部の担当者は、
「遠藤君、これは要
再校ではなく要初校ですね」と言い、ゲラの一番上に押され
ていた「要再校」の判子の文字にキュッキュッと縦線を入れ

はあまり聞こえないように声を低くしてはくれているのだ

うのは日常茶飯なことで、その作業も原稿の順番を変えたり、

と、まあそこまではいかなくても、原稿に手を入れるとい

て、「要初校」と書き直したことがあった。

が、しかしそれでも私はこの時に限らずしばらくの間は相当

新しいデータを新原稿として入れたりするのは序の口で実に

ところで、カッパ・ブックスと言えば「創作出版」である。

納得してもらわなければならない。それには信用力や交渉力

くこともあった）。しかもそうやって手を入れた原稿を著者に

にある。したがって、著者からきた原稿をそのまま素通しす

方をして激怒されたことも何度かあった。あるいは、同じ直

実際、私の場合で言えば、著者の癇に障るような手の入れ

も必要だ。

るなどということはあってはならないことで、逆にどれだけ

ともある。ここらへんのさじ加減はやはり経験が必要で、そ

し方をしても、加藤氏が言えばＯＫだが私だとＮＧというこ

は著者の原稿に編集者が手を入れる比率が高いというところ

これは神吉晴夫が唱えたものであるが、その際立った特徴

多岐にわたった（場合によっては本一冊分の原稿をすべて書

に厳しく指導された。

ってここでも決してきつい口調ではない。むしろ周りの人に

加藤氏というのは温厚な人柄で知られている人で、したが

「あ、はい………………」

してるんだな。
なんかもっとこうスッと読者にわかるような、

「あ、はい……」

てないんだな』と思うでしょ？

ぼけた見出しをつけたら、読者は『当たり前のことしか書い

しかし、何かしないわけにもいかないので、とにかくこの

と思ってしまったのも致し方のないところだろう。

と書いてあるのだから、当時の常識からすれば「うーん」

……。とかなんとか言っている」

ない。日本帝国主義は誇るべき名誉の帝国主義だ』とまで言

国主義国で、植民地にこんなことをしてやった国はひとつも

16

赤字を入れたかを自慢しあうこともあった。
この頃の光文社で特徴的だったのは、出版総務部という部
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ういう意味ではカッパには徒弟制度は必要だったように思う。
だが、そうやって身につけたカッパのノウハウはとても有
用なものだった。

「うーん……、オレ、知らないよ」
「いやいや、そんなこと言わないで……。具体的にどこがダ
メですか？」
「そんなこと言わないで……。これ、出せばメチャメチャに

「具体的にって、全部かな」
小室氏の原稿に話を戻そう。
売れますよ（笑）」
「そりゃそうかもしれないけどさ、メチャメチャに抗議が来

とりあえず私が手を入れた原稿は、その後、加藤氏が再度、
全面的に見直した後に入稿された（私が寝ぼけた見出しを付

そしてこの時点で編集長の窪田清氏は初めて原稿を読んだ
窪田氏は元々カッパ・ノベルスで編集長まで務めた方で、ブ

して出そうよ」とおっしゃるも具体策はなし。というのも、

「彼も慎重な男だからなあ」と言いつつ、「とにかくなんとか

編集総務部長が帰った後、早速に窪田編集長と相談すると

「そう言ってもねえ……」

「えーと、いやまあとにかく少し修正しますので」

たらどうするの？」

ただし、この段階では小室氏の原稿の表現、内容は最大限

けた最初の部分は、「逆流する日韓二千年史」となっていた）。
そのまま生かされており、それを章立てし、小見出しを入れ、
重複部分やテーマと関係ない部分を整理したゲラが初校とし

のだが、その感想は「面白いけれども、これは一応、編集総
ックス、つまりノンフィクションの編集経験はないのだった。

て出てきたのである。

務（光文社における法務部門）に見せよう」というものだっ
席に戻った加藤氏は「とりあえず危なそうなところはなん

た。至極真っ当な意見である。
そこでゲラを一通、編集総務に渡してから数日後──。
とかしよう。あなたももう一度見直してみて」と言った後、
「それとたまに小室さんの様子を見てきてよ。原稿の続きを書

普段、書籍の編集部には滅多に顔を見せない編集総務部長
がゲラを片手に自ら編集部へやって来て開口一番、
いているかもしれないし」

（つづく）

ということで、私は再び今度は一人で潜水艦のようなアパ

「寛ちゃん（加藤氏は社内でこう呼ばれていた）、これ出す
の？」
ートへ行くことになった。

それは生原稿を清書したものという扱いで、これを切り貼りしたりし

いやもちろんそのつもりですけど（笑）」

て最終的には原稿として入稿した。そして原稿を入稿するとゲラは一

「えっ？

※注１

当時はワープロが導入された当初で、かつまだ活版印刷の時

代だった。私の記憶ではオフセットへ移行したのは入社二年目あたり

週間ぐらいは出てこなかった。ちなみに小室氏の書く字というのは達
筆ではないが、とても几帳面な字で読めない文字は一つもなかった。
これは、論文を書く時に読めない文字があっては絶対にいけないから
という話を小室氏はしていた。
もう一つ、本当は当時のワープロ事情について私は書きたくてしょ
うがないのである。しかし、ここでそのネタを拾い食いしてしまうと、
それだけで今回いただいた紙数が埋まってしまうのでやめておきま
す。ただ、出版業界で最初に普及したのは富士通のワープロ（オアシ

で書いているけれども、文字入力の
MacBook Pro

ス）であり、私もそれで文字入力を習熟した一人であること。また、
現在、この原稿は

方式は「親指シフト」であることはだけは書いておきます。

※ 注２ 数年後、小室氏の担当が私より年上の編集者に変わったこと
があった。ところが、原稿がなかなか出来ずにその担当が困り果てて
いたので、私が「とりあえずいまある分まででゲラを組んじゃえばい
いんですよ。そのゲラを見ると『これじゃいかん』と言って原稿を書
き出しますから、そうしたら新しく書いた分をどんどん前に入れてい
けばいいんです」と言うと、「お前さんは小室さんのことをよくわか
ってるなあ」とヘンな感心のされ方をしたのだった。
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「それとたまに小室さんの様子を見てきてよ。原稿の続きを書

普段、書籍の編集部には滅多に顔を見せない編集総務部長
がゲラを片手に自ら編集部へやって来て開口一番、
いているかもしれないし」

（つづく）

ということで、私は再び今度は一人で潜水艦のようなアパ

「寛ちゃん（加藤氏は社内でこう呼ばれていた）、これ出す
の？」
ートへ行くことになった。

それは生原稿を清書したものという扱いで、これを切り貼りしたりし

いやもちろんそのつもりですけど（笑）」

て最終的には原稿として入稿した。そして原稿を入稿するとゲラは一

「えっ？

※注１

当時はワープロが導入された当初で、かつまだ活版印刷の時

代だった。私の記憶ではオフセットへ移行したのは入社二年目あたり

週間ぐらいは出てこなかった。ちなみに小室氏の書く字というのは達
筆ではないが、とても几帳面な字で読めない文字は一つもなかった。
これは、論文を書く時に読めない文字があっては絶対にいけないから
という話を小室氏はしていた。
もう一つ、本当は当時のワープロ事情について私は書きたくてしょ
うがないのである。しかし、ここでそのネタを拾い食いしてしまうと、
それだけで今回いただいた紙数が埋まってしまうのでやめておきま
す。ただ、出版業界で最初に普及したのは富士通のワープロ（オアシ

で書いているけれども、文字入力の
MacBook Pro

ス）であり、私もそれで文字入力を習熟した一人であること。また、
現在、この原稿は

方式は「親指シフト」であることはだけは書いておきます。

※ 注２ 数年後、小室氏の担当が私より年上の編集者に変わったこと
があった。ところが、原稿がなかなか出来ずにその担当が困り果てて
いたので、私が「とりあえずいまある分まででゲラを組んじゃえばい
いんですよ。そのゲラを見ると『これじゃいかん』と言って原稿を書
き出しますから、そうしたら新しく書いた分をどんどん前に入れてい
けばいいんです」と言うと、「お前さんは小室さんのことをよくわか
ってるなあ」とヘンな感心のされ方をしたのだった。
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からだったと思う。したがってワープロで印刷されたものとはいえ、

小室直樹『韓国の悲劇―誰も書かなかった真実』目次ページ冒頭より。

