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“〈私ごと〉のニュース”の可能性
～ NHK NEWS WEBを例に～

メディア研究部  東山浩太

“〈私ごと〉のニュース”

本稿では「NHK NEWS WEB」を取り上げ
る1）。これはNHKが運営するウェブサイトで，
放送したニュースやウェブ独自のニュースをテキ
スト化したものも掲載している。ニュースを深く
掘り下げるコーナーが「News Up」や「特集」
になる。

これらの中に，ごく近年，取材者が「私」
や「私たち」という1人称で書くスタイルの記事
が確認できるようになった。例えば，2018年
12月6日時点で「NEWS WEB」で閲覧できる

「News Up」記事270本のうち，1人称で書か
れたものは1割近い22本 2）あった。

多くは，ドキュメント形式で進む記事の話者
として「私」が登場するものだ。一方で，単な
る話者であるのを超えて，取材者＝「私」が前
面に出た記事も複数ある。共通項は①「私」を
主語とする，②「私」の身辺の出来事を描いて
いる，③その出来事は対象とするテーマを描く
うえで欠かせない，というものだ。本稿ではこ
うした特徴を持つ記事を“〈私ごと〉のニュース”
と名づける。これらは旧来のNHKのニュース
報道では，ほとんど見られなかった。公共性
に重きをおいて送り出すNHKニュースに，私
的な事柄を反映させた記事が現れた意義とそ
の可能性を考えてみたい。

取材者=「傍観者」としない

“〈私ごと〉のニュース”の具体例を見ていこ
う。はじめに，2018年4月6日付「News Up」
にウェブ独自の記事として掲載された「まだ見
ぬ我が子」。2人の子どもがいる40歳の女性記
者の「私」が，3人目の子どもを妊娠したとき，
胎児の染色体の異常の有無を調べる「新型出
生前検査」を初めて受けた。2人目を出産した
のは5年前だが，「年齢を重ね2人の子どもが
いる私は，35歳の私と違っていたのです」と書
く。検査を受けた結果，陰性，つまり子ども
に障害のある確率は低いと知るが，「親として
なんということを考えたのかというような息苦し
さにも似たもの」に襲われ，検査をめぐる現状
の取材に乗り出す。そこから，本来なら検査前
に専門医らのカウンセリングを受けるべきだっ
たということを知り，情報不足のために自らが
受けなかったことを悔やむ。また，悩みを抱え
た妊産婦のサポート活動を行う団体の理事か
らは，検査を受ける権利を否定するものでは
ないが，「“簡単”に検査を受けられるようにな
るとしたら反対します」と伝えられる。「私」は

「検査を受けることに対して，正しい，正しくな
いはないけれどきちんと知識を持ったうえで向
き合ったのかどうかは，命を宿した夫婦として
問われるものではないか，少なくともそう思い
ました」とまとめる―約2,800字のこの記事
は，新型出生前検査とどう向き合うかという時
事的で社会的な話題を，取材者自らの経験を
前面に据えて記述している。

次に，4月5日付「News Up」掲載の熊本局
発「消せない傷，見えない私」3）。熊本地震で
家を失ったショックでPTSD（心的外傷後スト
レス障害）となった被災者の，「自分が自分で
はない」ように感じられるという，一般には理
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解されにくい症状の苦しさを取り上げている。
記事の中で地元局記者＝「私」は，思春期に
家族を失ったショックから，同様の症状に悩ん
でいる自らを吐露し，被災者の苦しさに重ね合
わせる。

最後に，8月22日付「特集」として，ウェブ
独自に掲載された「転勤族の『保活』 立ちはだ
かる社会の壁」4）。地方から東京へ異動予定の
女性記者＝「私」が，その不確実な状況下で，
自らの子どもの保育園探しに奔走する様子を
記述している。転入者という立場では保育園の
空き状況の確認が難しいことや，保育の供給
量の不足を詳細に報告。最終的には，「女性
が男性同様に転勤しながら働き続けることを
社会が想定していない」ことに突き当たったと
する。保護者ならではの焦燥や社会の構造へ
の違和感が伝わってくる。
“〈私ごと〉のニュース”を3例挙げたが，自

らの当事者性を打ち出したり，それを取材対
象に投影したりと，いずれも取材者＝「傍観者」
としていない点が共通する。

「まだ見ぬ我が子」成立背景

この項では，先の「まだ見ぬ我が子」を取り
上げて，はじめは取材者の私的な領域の経験
だったものが，公的なニュース記事になってい
く背景を見る。

同記事の執筆者はNHKネットワーク報道部
の野田綾記者。平成16年入局で，松山局など
を経て，現在に至る。児童虐待の実態や里親
制度の難しい側面に光を当てるなど，子どもを
めぐる諸課題を意欲的に取材してきた。同記
者に面会し，新型出生前検査について，受検
した他者のケースを取材して紹介する手法 5）を
用いずに，〈私ごと〉として書いた理由を尋ね

た。野田記者は，「検査でもし陽性という結果
が出た場合，人生を歩もうとしている子どもの
命を選別することにつながったかもしれない。
なのに，先のことまで考えをめぐらせないまま
検査を受けてしまった。これまで，どうしたら
社会の中で子どもが健やかに育つことができ
るか，子どもの生きる権利をどう守るのかとい
うことをテーマに取材してきたのに……そんな
自分が怖かった」と答え，親として記者として，
自責の念があったと述べた。そのうえで，「自
分の体験と専門家への取材を併せて書くこと
で，同じような状況の人たちの気持ちの整理に
役立つのではないか」と考えたという。

一方で，個人の事情を暴露する手法につい
ては，「ただの自分語り」と反発を受けるおそ
れが常にある。〈私ごと〉が独りよがりにとられ
ないよう，野田記者は，記事に直接やりとりを
反映しているわけではないが，自身の経験を
ほかの検査経験者や妊産婦らと共有し，意見
を交わす機会を設けたという。

（NHK NEWS WEBより，2019年2月18日閲覧）
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報道各社の記事の成立には，記者のみなら
ずデスクの関与が大きい。「まだ見ぬ我が子」
のデスクは，ネットワーク報道部で「NEWS 
WEB」の運営に携わる，吉沢大介副部長だっ
た。吉沢副部長は野田記者から，新型出生前
検査の受検という個人的経験を1人称で書き
たいと告げられたとき，こう捉えたと話す。
「検査をめぐる情報を得ることの大切さを伝

えられる。また，記者と同じような悩みを持つ
人たちの悩みを少しでも減らせる可能性がある
と感じた。ただ，自分のことを書いてニュース
にする，いわば自分を取材対象に選ぶ以上は，
至らないところや弱いところも含めて正直に書
く必要があると考えた。そうでないと届きづら
い」

ここで言う「正直に書く」とは，取材者の心
の揺れを精確に描写することだという。例え
ば，検査の10日後，野田記者はポストに結果
の通知が届いているのを見つけるが，「夫の帰
りを待ち，2人で検査結果を開けました」と書
く。１人では結果を受け止める勇気がなくて開
けられなかったのだ。命を選ぶ決断を左右し
かねない制度について伝える一方で，「私」は
その結果のもたらす重さに終始戸惑う。結論
は出てこない。受け手は，ニュース記事では
極めてまれな，悩み続ける取材者像に直面す
ることになる。吉沢副部長は「自分と真剣に向
き合ったときに，人はなかなか結論を出せない
ということも，記事の重要なポイント」と話した
うえで，「取材者が自分の心の揺れに向き合っ
て，それを率直に伝える，というのはニュース
報道の分野では少なかったように感じる。現在
の『NEWS WEB』では，そこに取り組んだ記
事をいくつか見つけられると思う」と述べた。

“〈私ごと〉のニュース”の意義と可能性

筆者が定義する“〈私ごと〉のニュース”の実
例と，その成立背景を見てきた。ここからは，
マス・コミュニケーション論などの知見を借り
て，その意義について考察する。

関西学院大学社会学部の阿部潔教授は，出
来事が社会の中で問題として認知され，幅広
い議論を喚起するうえで，期待される放送メ
ディアの役割について，次のように述べる。
「視聴者たちが自らの『私的な世界』とどこと

なく縁遠く感じられがちな『公的な世界』とを結
びつけて考えるキッカケを，メディアが与える
必要がある。そのためには，時事的な話題や
問題を遠くの『他人事の世界』として報じるので
はなく，視聴者が自分自身に関わる身近な世界
／出来事として受けとめられるような『語り』を，
メディアが提供することが求められる」6）

本稿に合わせて整理すると，“〈私ごと〉の
ニュース”は，「私」と「公」を結びつける「語り」
の役割を果たす1つの方法と見なせる。

先の3例のニュース報道は，もともと取材者
の私的領域の経験を端緒としていた。それら
は独自の取材や省察を経て，なお私的領域の
親しみやすさを失わないまま，記事としてNHK
の言論空間に送り出された。そこでは，「新型
出生前検査」については医学的な知識を持って
倫理面で考えを深めること，災害被災者の精
神的ケアについては手厚くすること，保育につ
いては全国どこにいても安心できる体制を整備
すること―というように，〈私ごと〉だったは
ずのものを，誰もが議論しやすい公的な論点を
備えたテキストとして提示することに成功してい
ると考えられる。

もう1点，“〈私ごと〉のニュース”が登場し
た意義を時代性の観点から捉えたい。ドキュ
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メンタリーの研究者で，名古屋大学大学院人
文研究科博士課程の中根若恵氏は，近年のメ
ディア環境を「TwitterやYouTubeなどインター
ネットのプラットフォームを媒介とした自撮り文
化の浸透に明らかなように，映像による自己表
象はもはや私たちの日常的経験の一部となって
いる」と指摘する7）。

留意したいのは「自撮り文化」のもと，例え
ば YouTubeでは，無批判な自分語りの映像が
氾濫していることだ。本稿の“〈私ごと〉のニュー
ス”は，取材者による自己表象の一種に違いな
い。しかし，取材した記者やデスクは，「私」
をむやみに暴露するのではなく，距離をおいて
対象化することが大切だと話してくれた。公共
放送が“〈私ごと〉のニュース”を届けるとき，
自分語りが氾濫するメディア環境の中だからこ
そ，顕示的な自意識ではなく，問題とその背
景を伝える「語り方」を重視している点が注目
に値する。
“〈私ごと〉のニュース”について試論を重ね

てきたが，最後に，その可能性について考える
ところを述べたい。そもそも1人称で記事を書
くことは，戦後，主に新聞に関してであったが，
盛んに議論がなされてきた。1人称の記事を称
揚した論者が，ジャーナリストの故・玉木明で
ある8）。玉木は「〈一人称＝わたし〉」でニュース
報道を行うことの意味について，次のように述
べていた。「私たちは〈わたしは……〉と発語す
ることでみずからを主体としてうち立て，その関
係をむすぶことができるのだということ，〈あな
た〉や〈かれ〉や〈世界〉と関係をむすぼうとす
れば，〈一人称＝わたし〉が不可欠だということ
である」9）。

筆者が「NEWS WEB」における“〈私ごと〉
のニュース”に見いだすのも同様の意義だ。危

うさを自覚しながらも取材者の「私」を明かし
たとき，受け手は「私」を通じて，ニュースの
ストーリーの社会文化的，あるいは政治経済
的な側面を“自分ごと”として意識しやすくな
る。また，取材者のまなざしを明瞭に示した
結果，自らのまなざしとの違いに気づき，受
け手の見方の地平が広がることも期待される。

“〈私ごと〉のニュース”は，NHKが公共メディ
アを標榜する中，ニュース報道が，受け手との
関係を新しく結ぼうとする1つの試みと言える
のではないだろうか。それがストレートニュー
スでなく，ドキュメンタリー番組でもない，ウェ
ブという場で行われていることが現代的であ
る。今後もこうした試みの行方を注視していき
たい。

　（ひがしやま こうた）
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フリーに。毎日新聞「開かれた新聞委員会」委
員を務めた

 9） 玉木明（1996）『ニュース報道の言語論』（洋泉
社）P71


