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I NHK放送文化研究所では，テレビによる国際理解を促進するための研究として，己れまで『日米テレビ報道 ! 
I !t境調査研究H戦後50周年テレビ報道比陵調査研究』を行ってきた。これら先行研究の成果を踏まえながら I

このたびは，抑国の研究者と共同して長期にわたる期閥を対象に日綿テレビ報道調査研究を行った。 I

そもそも国際ニュースは，周際問題の解決や人々の国際的な相互理解に資するために伝えられている。との ( 

調査研究では p 日本と隣国のテレビニュースが，お互いをどのように伝えたのか検証するとと也に，今後の相 l 

互理解におけるテレヒ・ニュースの可能性について考察した。

(研究概要)

分析対象 1992年l月l日から 1999年12月31日までの期間で，

NHK rニュース 7Jで伝られた嚇国関連ニュース項目 1，079項目

KBS rニュース 9Jで伝られた日本関連ニュース項目 998項目

分析方法:コーディング法による内容分析

(分析結果)

(1)お互いを伝える，日締のテレビニュースは，その内容にそれぞれはっきりとした特徴が品った。

(日本)r北朝鮮に対する日抑協力Jrワールドカップ共催Jr~品交渉」などの日腕問問題を中心に，伝
えている。

(隣国)現在の日腕問問題と過去の歴史問題在中心に，日本に対して宵定的な主張と否定的な主張をとも

にはっきりと伝えている。

(2)お互いを伝える，日i蹄のテレビニュースは，ここ数年で大きく変化している。

(日本)ニュース項目数が増加し，日斡関係の問題を幅広く伝えるようになった。

(聯国)報道姿勢が客観的になり，日綿の協力を訴える，友好的なニュースが増加した。

(3)お互いを伝える，自称のテレビニュースには，ともに日本と隣国の相互理解を促進する要因が晶った。特

に，ここ数年，促進要因が強まっているごとが明らかになった。

(促進要因)日本，槻固ともに， 2002年ワールドカップサッカ一大会共催，悶DO協力，日制経済協力の

テーマで，協力を訴えるニューヌ，友好的なニュースが噌加している。

(促進条件)促進条件には3つあった。①分野の梢成制合，②問題設定の仕方，cr叙述方法などの伝え方，

が相互理解に影響を与えている可能性がある。

(4)お互いを伝えるテレビニュースが，双方の世論に大きな影響を与えている可能性がある。

】一一一一一一一一一一一一ー一一一一一」
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第 1章相手国をどのように
伝えたか

第1節研究の目的，方法

(1 )研究目的

2000年6月に行われた南北朝鮮首脳会談は日本

をはじめ世界に大きな術継を与えた。 10月にはア

メリカのオルプライト国務長官が北朝鮮(朝鮮民

主主義人民共和国)を訪れ，日朝交渉も新しい局

面を迎え，東アジアの激励が始まった。 1998年の

キム・デジュン大統領の訪日以来，日本と韓国の

関係も緊密さを増し，北朝鮮問題，経済問題に共

同で対処していくという時代になった。

しかし，その一方で，日本と韓国は，いままでお

互いに「近くて遠い国J.I利害で緊密に結び付きな

がら，意識では速い国」といわれてきたように，互

いの相互理解が十分であるとはいえなL、互いを

正確に知る必要がいよいよ高まっているが，日韓

の相互理解においては，テレビの果たしている役

割lは大き¥'0 NHK放送文化研究所が1999年に実施

した調査によれば，日本では73%の人がテレビ(地

上波放送・衛星放送・CATVあわせて)から韓国の

情報を得， ijt車国で也同じく 73%の人がテレビから

日本の情報を得ていた(原・塩田 (2000))。

NHK放送文化研究所では，テレビによる国際理

解を促進するための研究として，これまで『日米

テレビ報道比較調査研究jW戦後50周年テレビ報

道比較調査研究』を行ったが，=れらの成果を踏

まえて，日本と韓国の研究者が共同して日斡テレ

ビ報道比較調査研究を行うことにした。

この調査研究の主な目的は，日韓の相互理解の

ために，日本のテレビニュース，韓国のテレビ

ニュースがお互いの図をどのように伝えてきたの

か明らかにすること，相互理解においてどのよう

な役割を果たしてきたのか検証すること，さらに

世論に与えるニュースの影響について考察すると

とである。

(2)日韓共通の内容分析

この調査研究には3つの特徴がある。 lつ目は，

日本，韓国の研究者が行う共同研究であること，

日料テレビ報道i七l股調査研究

2つ目は日締マスコミュニケーション研究史上，

初めて，日本と韓国で共通コード表に基づいて内

容分析を行ったこと， 3つ目は，相手国を伝えた

テレビニュースについて 8年間にわたって全数調

査を行ったことである。

(a)共同研究者

本研涜は， NHK放送文化研究所と韓国外国語大

学研究者グループとの共同研究の形をとった。韓

国側では，顧問としてソウル大学のイ・サンヒ名

誉教授(現韓国放送協会理事)，緯圏外国語大学

キム・ジョンギ教授(現 韓国放送委員会委員長)

が，共同研究者として，栂圏外国語大学チェ・ヨ

ン助教授，斡国外国語大学言論情報研究所キム・

ヨンベ研究員，大学院生カン・ミョンシン氏が参

加した。

(b)共同研究の設計

[分析対象]

分析では，韓国のことを伝えた日本のニュース，

日本の乙とを伝えた韓国のニュースを対象とした。

具体的には， 1992年から 1999年までの閲に， NHK
『ニュース 7Jで，韓国のことを伝えたニュース項

目すべてと， KBS Wニュース 9Jで，日本のごと

を伝えたニュース項目すべてである。乙れらの

ニュースを対象とした理由は，代表的なイブニン

グニュースである乙とと，過去にさかのぼって収

集することが出来ることである。それぞれの国の

研究者がそれぞれの園のニュースについて可能な

かぎり検索，収集し，日本では1，079項目，韓国で

は998項目を分析対象とした。以下，本稿では分

析対象をそれぞれ「斡国を伝えた日本のニュースJ
「日本を伝えた韓国のニュース」と呼ぶごととす

る。

[分析方法・内容]

分析方法にはコーディングによる内容分析

(content analysis)を採用した。コード表の設計で

は，分析の枠組みとして 6つの分析ポイントをあ

らかじめ想定してみた。日本と韓国との相互理解

のために，ニュースのなにが問題なのか，なにが

必要なのかについて，ジャーナリズム研究，ステ

レオタイプ研究などの先行研究を参照し，さらに
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元ソウル特派員や国際政治学研究者などへのヒア

リングを行った上で以下の分析ポイントを設定し

た。

ポイント①

対立する問題や紛糾する場合に，客観的に

ニュースを伝えている/いな1'，

ポイント②

対立する問題や紛糾する場合に，それを伝える

ニュースに感情的な表現がある/なL、
ポイント③

相手国を伝える時に，分野やテーマなど，伝え

た事柄に偏りや両国でギャップがある/な1'，

ポイント④

相手国に対する知的興味や関心を高めるニュー

スが多い/少ない。

ポイント⑤

ニュースの中で日本と韓国の差や迷いを強調し

ている/していない。

ポイント⑥

ニュースの中で表現されている，日韓関係への

認識に差がある/な1'，

それぞれのポイントを，さらに複数の具体的な

作業仮説にし，さらに内容分析の項目を設計した。

設計の全体像は，表1ー1のようになった。今回

はその一部についてコーディングを行った。 分

析内容の主な項目は以下のとおりである。

(1)扱われたテーマ，問題

(1I)日本と韓国の関係の描写

(I1I )相手国・相手国政府への論調

(N)感情的表現・誇張表現の有無

(V)伝えられた意見や考え方

(百)相手国・相手国人に対するイメージ

(具体的なコード表については，資料 1(巻末に掲

表1ー1 分析の設計

仮 説 作業仮説 内容分析の項目

I 客観報道になって 4報道の伝え方が客般的・公平であるか キャスターによる意見や主張をどの程度伝えているか

"るか 喧問閣を相手国の質任にする/しない 問題の所在はど己にあるのか伝えているか

③郁件を過度に皐徴化したり一般化している/ 問題がどのような問題と閥辿して伝えられているか

いない 具体的事件と直接関辿のない主狼がおこなわれているか

④事畠と結論との聞に論理的強合性があるか -主張の根拠の明示/事実と主視の明確な分離

E 感情的な表現があ ⑤感情表現の存在 好意嫌悪感尊敬糧践を表現しているか

るか ⑥セシセーショナルな印皐を与える表現がある 愛国也、を肢抑しているか

/ない 競争心を鼓舞しているか

-センセーショナルな印皐を与える表現{鵠張表現)

⑦反日感情嫌怖感情が伝えられている/いない -日本や隣国を否定的 肯定的に摘いているか

血事実認識が正確に ⑧ステレオタイプが伝えられている/いない -日本ー日本人や帥国 抑国人はどうに捕かれているか

行なわれているか ⑨I云間報道(純国)/反応報道(日本)の存在 どのようなきっかけで伝えられたのか

⑩拡大解釈が行われている/いない 対立する問阻で拡大解釈されているのか

⑪センスオププロモーション 相手国内での，事刊の位置づけが伝えられているか

⑫現実的な利害面での日脚のつながりへの関心

があるか

N 知的関心があるか ⑮相手の主張・立場・背景への関心があるか -対立する同胞について，相手の主張を伝えているか

(関心) ⑪社会・生活・文化全般への関心があるか -ニュースの分野が日朝間姐，政治，経済に伺っているか

ー相手国文化 国民性への理解が伝えられているか

⑮問題や'J~件の背景ゃいきさつへの側心があるか -問題や事件のいきさつ・背景がijえられているか

V 差'(>迷いを強開し ⑩「どちらが優れているかJという優劣報道があ -優劣について伝えているか

ているか るか 類似性迷いについて伝えているか

⑪日制の述いを強翻している/いない

VI.日脚関係への認識 ⑬日帥関係の位置付けに差がある/ない 対立競争協力 どのような関係と描いているか

に差があるか 日本に対するどんな世論 怖国に対するどんな世論を伝え

ているか
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戦)を参照の乙と。)

内容分析は， 6名のコーダーで行われた。分析

対象を二分し，それぞれ3名のコーダーがコー

ディングにあたった。同じ分析対象に， 3名の

コーダーが共通のコード表に従いコーディングを

行った。コーディング結果が 3名のコーダーで一

致しない場合は多数決によりコーディング結果を

決定するという方法をとった。

(c)本稿の位置付け

コーディング分析の結果に基づき，日斡の研究

者それぞれが中間報告書をまとめた。今後，共同

報告書を目指して共同研究をすすめていくととも

に，それぞれ独自に研究を行っていくことになっ

ている。共同研究全体での本稿の位置付けは，日

本側の独自研究の報告である。また，日韓の共同

報告書の作成にむけての，今後の共同分析の枠組

みを模索するととも目指している。

本稿ではおもに，内容分析の結果(単純集計と

若干のクロス集計)に基づき分析するとととする。

また，本稿では具体的な個々のニュースについて，

ナレーションの分析など叙述分析 (descriptive
analysis)も行った。さらに， NHK放送文化研究

所が行った日韓世論調査 (1999年)の結果(原・

塩田 (2000))をうけて，世論とニュースの関係に

ついても分析を行った。

本稿は日本側共同研究者によって，分担して執

筆した。ニュースと世論の関係を分析する第5章

は飽戸(東洋英和女学院大学教授)と服部が共同

執筆した。第3章第3節は塩田が，その他の部分

は李(上智大学客員研究員)と服部が担当した。

この論文をまとめるにあたって，慶J!l!j義塾大学

の小此木政夫教授， NHKの元特派員で杏林大学の

饗庭孝JIl!教授にご指導をいただいた。ここに記し

て謝辞にかえさせていただきたい。

(3)分析対象ニュースの主な内容と時代背景

分析対象ニュースの主な内容は，表 1-2の通

りである。
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第2節 目本，韓国のニュースの特徴

この調査結果の大きなポイントの lつは，韓国

を伝える日本のニュースと，日本を伝える勝国の

ニュースとでは，伝えた内容と伝え方に差があっ

たととである。特に伝え方については日韓の閥で

際だった差があった。日本のニュースでは中立的

で客観的に伝えていたが，隣国のニュースでは，

日本に対して肯定的にも否定的にも，はっきりと

した立場で伝えていた。まずは，日本のニュース

が，どのようなととを伝えたのかから見ていこう。

(1 )日本のニュース

(a) 日韓関係，国際，政治のテーマが中心

よく韓国に関する日本の報道は，日本大使館へ

の抗議デモ，事件事故，政治闘争，労働争議にか

たよっていて，乙うした報道が，全体として日本

人の斡国に対するマイナスイメージを過度に生ん

でいるのではないかという指摘がされる。実際に

はどのようなテーマが伝えられているのか見てみ

よう。

[ニュースの分野]

まず，主に伝えたテーマで，日本のニュースを

分野別に分類してみた。

「政府・政治家・政党Jr国際関係Jr経済Jr社
会H文化HくらしHスポーツ」の 7つの大きな

カテゴリーを用意した。事前に，韓国を伝える日

本のニュースでは，日本と斡闘との関係や問題に

ついてのニュースが多いことが予想された。そこ

で「国際関係」のニュースを，日本と韓国の岡で

懸案になったり，問題になっているようなニュー

ス(ことでは「日韓関係」と呼ぶ)と，そうでな

いニュースに分けた。さらにこの「日韓関係」の

ニュースを，問題の原因の種類によって 2つに分

けた。これを植民地時代や第2次世界大戦中の出

来事であったり，植民地支配によるものが原因の

問題と，第2次世界大戦後の出来事が原因の問題

とに区分した。それぞれ前者を「戦後処理」関連

ニュース，後者を「現在の問題」関連ニュースと

呼ぶことにする。なお，スポーツについては，単

純な試合結果などのニュースは，分析対象から除
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外した。各カテゴリーの関係は以下の通りである。

a田政府・政治家・政党

b.国際関係

b-1日斡関係

b-1-1.戦後処理関連

b-1-2.現在の問題関連

b-2.日韓関係以外の国際関係

C.経f斉

d.社会

e目文化

t くらし

g.スポーツ

表 1-2 ニュースて・伝えられた主な出来事

日本のニュースで伝えられた胸囲の出来事 純国のニュースで伝えられた日本の出来事

92'~ 2月 宮沢首相の料国訪問 2月 慰安婦問朋

慰安婦問題 対日貿易赤字問題

8月 中国と時国の国交樹立 11月 ノ・テウ大統領の訪日

12月 キム・ヨンサム大統領の誕生 12月 コメ市場開放問題

93年 3月 北朝鮮核拡散条約から脱退宣冨 3月 北町鮮への制裁問題

4月 慰安婦問題 7月 辿立政権の誕生

7月 北朝鮮般開発疑惑 10月 日本の右翼団体による問題発言事刊

12月 コメ関税化への反対迎励 11月 日制首脳会談

94年 3月 キム・ヨンサム大統領の訪日 3月 キム・ヨンサム大統領の訪日

6月 北朝鮮の核開発疑惑 5月 永野法相問題発言

8月 大仰航空機事故 6円 村山政椴の誕生

10月 ソウル ソンス大橋落下事故 10月 広島アジア大会

95'~ 6月 北帆鮮へのコメ支援問題 1月 神戸淡路大震災

ソウル デパート崩壊事故 4月 円高問題

8月 村山首相の謝罪談話 6月 渡辺外相問題発言

11月 f工服総務庁長官問題発言 8月 歴史認晴間四

ノ・テウ前大統領政治資金疑惑 10月 村山首相問題発言

12月 チョン・ドゥホアン元大統領述姉 11月 iIi陪総務庁長官閲阻発言

96'~ 2月 竹島領有梢問題 6月 ワールドカップサッカ一大会共催決定

6月 ワールドカップサッカー大会共催決定 日郎首脳会談

チョン元大統領に死刑判決 11月 日制首脳会談北朝鮮支援の強化

9月 北朝鮮潜水侵入艦事件

97年 2月 北朝鮮ファン由記純国亡命申間 1月 日脚首脳会談

5月 南北赤十字会談 10月 '98ワールドカップサッカー大会対日本戦

7月 北朝鮮への追加文援で調印 11月 竹島領有稲問題

12月 キム・デジュン氏大統領に選出 腕国への金融支援を決定

日8年 1月 日林漁業協定 日本が破棄 l月 日脚漁業協定 日本が破棄

8月 北朝鮮の潜水艇侵入事件 4月 慰安婦問閣

10月 キム・デジュン大枇領の訪日 10月 キム・デジュン大統領の訪日

12月 日本映画の初公開 日本の大衆文化開放問題

99年 1月 日榔漁業交渉 l円 日 ~b'~漁業交渉

6月 ワールドカップサッカー大会共催関辿 3J'J 目的首脳会談

8月 日制軍事共同司練

10月 日制首脳会赦

-104 



各カテゴリー内容は，巻末の資料2の通りであ

る。

分析項目を，主なテーマがどのカテゴリーに含

まれるかによって分類した。それぞれのカテゴ

リーのニュースをここでは次のように表記する。

主なテーマが「政府政治家・政党」のカテゴ

リーであるニュースを「政治関連ニュースJ，i国
際関係」のカテゴリーであるニュースを「国際関

係ニュース」と表記する。また主なテーマが「経

済Ji社会Ji文化JiくらしJiスポーツ」のカテ

ゴリーであるニュースをそれぞれ「経済関連

ニュースJi社会関連ニュースJi文化関連ニュー

スJiくらし関連ニュースJiスポーツ関連ニュー

ス」とする。

結果は図 1ー 1のように，国際関係ニュースが

全体の 6削を占めていて，全体の 3剖が日韓関係

ニュースであった。それにつづいて，政治関連

ニュース，事件・事故などの社会関連ニュースが

多かった。

図1-1 r韓国を伝える日本のニュース」のテーマ
(分野別・非重複分類)

文化

日本(n=1079)

一方，韓国の生活やトピックスを伝える，くら

し，文化に関するニュースは非常に少なかった。

韓国の経済や企業の励向を伝える，経済関連

ニュースは4.0%にとどまった。

こういう乙とから純国を伝える日本のニュース

日脚テレピ報道比境調査研究

では，首脳外交や日本と韓国の聞で懸案となって

いる問題など，国レベルの日韓関係を中心に伝え

られていることが分かる。

[伝えられた問題]

それでは，次に，回線関係のどのような問題を

取り上げたのか見てみよう。日韓関係で懸案と

なった問題や日韓関係に関連した問題のうち，主

な23の問題について調べた。それぞれの問題につ

いて，触れているニュースの数をカウン卜してみ

た。 1つの分析項目で複数の問題に触れている場

合は，それぞれのカテゴリーでカウントした(重

複分類)。主なテーマの分類(非重複分類)とは方

法がことなっているので注意されたい(図 1-

2)。

第 lの特徴は，北朝鮮に絡んだニュースが非常

に多いことであった。南北朝鮮の関係改善に日本

がどのようにかかわるのかといった「朝鮮半島統

一問題」に触れていたニュースが，全体の約 3i!lU 
の310項目あり，抜きんで、て多かった。北朝鮮の

不審船侵入事件や日本人技致問題に絡んで，韓国

の乙とを伝えたニュースも多かった。南北対話と

の関連で，日本と北朝鮮の関係改善が日韓で問題

になった「日朝交流(交渉)問題(韓国関連)Jや，

日斡が協力して進めている朝鮮半島エネルギー開

発機構 (KEDO)に触れたニュースも多かった。

第 2の特徴は，戦後処理に関する問題がよく伝

えられたことである。植民地支配への謝罪などの

歴史認識問題は 104項目，慰、安婦問題は58項目と

多かった。

(b)中立的で事実中心

日本のニュースの斡固に対する論調はどうだっ

たのだろうか。韓国を肯定的に描いたニュースや，

否定的に描いたニュースはどちらも，全体の 1%

以下でどちらとも描いていなかったといえる。自

国の日本に対しでもまったく同じであった。その

論調は極めて中立的であった。さらに事実を誇張

して伝えたり，センセーショナJレな印象を与える

ニュースは1079項目のうち 1項目もなかった。こ

れらのことから，日本のニュースでは全体として

中立的で事実を中心に伝えられていることが分か

る。
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図 1-2 日本のニュースが伝えた，韓国に関する問題(重複分類) (10項目以上のニュース)

0 204060801∞ 120 140 160項目

朝鮮半島統一問題 間川ilHl1liiJiiii!似縦燃側IIIWHl1Iiillllll州側l!iilliiI!ipm'ii側約ぬ図310

北朝鮮スパイ・工作問題(拾致聖性など)I似'Iailllll!jji治付}制約締約!iiii:WillilliliFI!1ilmnWlJil'i!i1目指!日illl!IWIII1127
(韓国関連)1 

歴史認識問題 一~-， 1側泌総;j台燃総縦約!日泌総IiIlilWl1燃料制約川 104

ワーJレドカッアサッカ一大会共イ車問題 iillEl11約泌総約機紛糾llliilillliliIJ泌似liii182

日韓漁業交渉問題 ililllll紛紛例制制約j泌総燃側 70

日朝交流(交渉)問題(日韓関連) 似治制約制縦 断約締00

慰安婦問題

領土問題

一戸内

向指針抑制燃料:11:::::制約!日100

日本の防衛問題

日韓経済協力問題

KEDO協力問題

在日韓国人問題(韓国関連)

日本大衆文化開放問題

貿易不均衡問題

防衛摩擦問題

く韓国を中立的に伝えているニュース〉

NHKニュ-A 98年 10月8日放送

日腕首脳会談 未来志向の日料関係を確立

(キャスター)

きょう午前 p 小測総理大臣とキム・テ・ジュン大統

領は首脳会談を行いました。乙の中では，過去の歴

史に区切りをつけ未来に向けた日腕のパートナー

シップを築くための共同宣言をまとめました。(中

略)小測総理大臣とキム・テ・ジュン大統領は 1 日本

の嫡民地支配に小mJ総理大臣が痛切な反省とおわび

の気持ちを表明したことなどを明記した，日脚共同

宣言に署名した後 1 そろって記者会見を行いまし

た。

(小測首相)

わが国が過去の一時期，榔国国民に対し，植民地

支配により多大の損害と背痛を与えたという歴史的

事実を謙戯に受け止め，これに対して痛切な反省と

心からのおわびを申し上げました。(中略)

(腕国キム テ'ジュン大統領) (字幕)

共同宣言で新しい時代の両国の友好のページを開

いたことは大変意義深い。単純な 2国間関係を越え

て，アジア太平洋地域，ひいては国際社会の平和と

繁栄のためのパートナーシップへの発展を期待す

る。

(キャスター)

両首脳はこのように述べ，過去の歴史に区切りを

つけ未来に向けてパートナーシップを雌立していく

決意を表明し，両国国民に理解と協力をl呼び掛けま

した。(後略)

〈韓国を中立的に伝えているニュース〉
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NHKニュ-A 95年 8月15日

ソウル旧朝鮮総督府の解体

(キャスター)

終戦の日は朝鮮半島では日本の楠民地支配からの

解放を祝う日でもあります。50年目のきょうはソウ

ルでは，記念式典とともに旧朝鮮総督府の取り壊し

が始まりました。

(リポーター)

解放から 50年の節目にあたる今年の記念式典に

は新たな催しが加わりました。かつての朝鮮総督

府，いまの中央博物館の解体です。式典では70年前

に作られた!日総督府の中央ドームの先端部分が切断



されてクレーンで地上におろされました。(中略)

(ソウル市民)(字幕)

日本から受けた苦しみを思えば，解体は当然だ。

気分がいいです。

(ソウル市民)(字幕)

日本が作ったものはすべて破壊すべきだ。

(リポーター)

この建物については，これまで解体と保存の両論

がありました。しかし，キムヨンサム大統領が，解

体によって民族の諮りを取り戻してこそ，日本との

未来志向の関係を築くことができるとして，解体を

決断した経紳が晶ります。(後略)

また，どちらの側に「問題」があるように伝え

ているか調べてみた。日本のニュースの中では，

韓国に問題があるように伝えていたのは全体の

11.8%と少なく，日本に問題があるように伝えて

いたのは，わずかに 7.6%であった。このように，

問題があるように伝えるニュースが少なかった。

(2)韓国のニュース

日本を伝えた斡国のニュースの大きな特徴は，

肯定的にしろ否定的にしろはっきりと伝えている

ことである。年により差はあれ調査期間全体を通

して，否定的な部分だけでなく肯定的な部分也

はっきりと{云えている。

(a) 日韓関係ニュースが中心

[ニュースのテーマ分野]

韓国のニュースが，日本について主に伝えた

テーマを見てみよう(図 1- 3)。国際関係ニュー

スが6割をこえ，他の分野を圧倒している。また，

日韓関係ニュースが全体の半数に迷していて，日

韓関係に強い関心があるととが分かる。一方，文

化，くらしに関するニュースは非常に少な¥'，

[伝えられた問題]

では，日韓関係のどのような問題に触れたのか

見てみよう(図 1-4)。

第1の特徴は，植民地支配の謝罪などの戦後処

理関連ニュースが多いことである。歴史認識問題

172項目，従軍慰安婦問題92項目，賠償請求権問

日脚テレピ報道比般調査研究

図1-3 r日本を伝える韓国のニュース」のテーマ
(分野別・非重複分類)

15.6% 
韓国 (n=99日)

題48項目と多く伝えられた。

第 2の特徴は，日本と対立，競合した問題が多

く伝えられたととである。日韓漁業交渉問題92項

目，日韓貿易不均衡問題59項目などである。

第 3の特徴は，日本と関連して，韓国人の民族

感情に絡んだ問題が多く伝えられたことである。

旧朝鮮総督府の解体問題や，日本式地名がのこっ

ていることを問題にしたニュースなどである。こ

の点は，韓国でのナショナリズムと日本認識との

関係を考える上で興味深い事実である。

さて，このように，日本のことを伝える韓国の

ニュースにおいて，日韓関係に関心が集中してい

ることについて，元ソウル特派員だった杏林大学

の饗庭孝典教授にヒアリングを行った。饗庭孝典

教授は次のように指摘した。

「韓国のニュースにおいて回線関係に関連す

るニュースが多いことの背景には，韓国にとっ

て日本が持つ重みがあると思います。隣国の日

本に対する姿勢は，日本人が想像する以上に，

非常に真剣かっ切実なものです。いままでの冷

戦構造，南北緊張など厳しい国際環境の中で，

自分たちの国を維持し発展させていかなければ

なりませんでした。経済関係など，日本とどう
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図1-4 韓国のニユースが伝えた，日本に関する問題(重複分類)

0204060  自o 100 120 140 160項目

歴史認識閑題 tいいωM附!じ椛仰Ii!i!片出桜!む渋;日!総j誌出烈i目誤!ii総!i渋泌j日出!Ii総ii鉛以総iじ泌治点泌出約総総出側治♂約料杓桝!j訓!i!i沿'i似I1桁出総1:1拙:ゴポi!lli!il桜I'!H封汚川!ド制!ω計何約烈総出泌需琉:泌詰語泌出;<;綴il治泌泌i討説泌!i語治似!i悦出似，治泌!i出制ii

韓固人の民族性を強調した間題 I似附川{羽叩w洲A出絞紛;涼約誤部州州附渋約燃燃{担部灼粉日出出悦!I!!欄j日!
慰安婦問題 (佃日本関連) tμヰ総昭総郎;伝日?烈花得日日諒'¥約総紛訓掛州I1燃i日涼泌総I!抑矧!I引111燃!ち郊対鰍;怒泌総詩訟泌制::訟治洲:i拘灼仰i均椛似19鐙2 

日韓漁業交渉問題 目紛糾!i!mlllll!弘前泌総約締総l仰 m続出 182

日朝交流(交渉)問題 抑制部IILiIi1l部品泌総泌総n!:ii!lii!i州自O

日韓貿易不均衡問題 ト諮問I¥:?!i!;:ilillililil知的総約締159

ワールドカップサッカー大会共催問題凶盆幽悩経幽51
賠償請問主権問題 陛巡金滋鐙盤経illtI48

日韓経済協力問題 匝率iiHl:lllliiilili!iE:;;:148 

KEDO協力問題 h 仙 川 山 川 州 側 側 山 川

領土問題

在日韓国人問題

日本大衆文化開放問題

日本の防衛問題

貿易摩糠

朝鮮半島統一問題(日本関連)

日朝貿易問題

日本企業の進出・撤退問題

日本文化流入問題

図1-5 日本に対する論嗣(韓国のニュース)つきあっていくべきかは重大な問題で日本への

関心が高いのです。過去をめぐる思いも重なり

日本との関係がニュースの中心になるのは，当

然ともいえます。乙のごとは，ちょうど日本の

マスメディアが，アメリカの!lilJ1句を敏感に伝え

ているのと同じものと言えると思います。こう

した桃園の置かれている状況に対して，もっと

理解をしていく乙とが重要でしょう。」 く日本を肯定的に伝えているニュース〉

(b)ニュースの論閥

斡国のニュースの論調の特徴は，主張を伝えた

り，問題を提起するなど，その論調がはっきりし

ていることである。日本に対してプラスの論調の

ニュースとマイナスの論調のニュースがともに，

多く伝えられている。図 1-5のように，日本を

肯定的に描いているニュースは全体の 26目7%で，

否定的に描いているニュースは 37.5%であった。

このことから，日本を伝える斡国のニュースは，

日本批判一辺倒ではなくて，肯定的にも描いてい

る乙とが分かった。
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KBSニュース 98年10月8日

キム大統領共同宣言

(キャスター)

今日発表された共同宣言での過去史に対する言及

は，これまで品いまいに表現されてきた日本の反省

と謝罪をより明確にし 1 特に謝罪の主体と客体を文

書化したことで，過去史~a算にむけた第一歩として

評価を受けています。

(リポーター)

日本が今日の両国首脳会談の共同宣言で明らかに

した過去史に対する言及は，これまで最も進んだ表



現であると評価されています。(中略)特に，このよ

うなおわびと反省の内容を純日史上初めて公式文書

に明文化するととにより，今後日本が本格的に過去

史問題を消算していく重要な足がかりを作ったとい

えます。

今回の共同宣言は両国関係を律する性椅を持つこ

とになるだけに，今後は日本の政治家たちの妄雷也

かなり減るものと期待されます。

またこれとともに，今日の共同宣言を過して，若

い世代に対する歴史教育の重要性を明文化した点も

両国の未来志向な関係を構築する助けになると評価

できます。

〈日本を否定的に伝えているニュース〉

E包Sニュース 98年1月23日

漁業協定，一方的破棄

(キャスター)

日本の協定破棄行為は，その時間と方法において

ほとんど侮辱に近いものであるため，日本ははたし

てわれわれのよさ隣人立のか，という根本的な聞い

を投げかけたくなる卑劣な行為にみえてなりませ

ん。(中嶋)

(リポーター)

日本政府が現行協定を破棄した裏には，資金扱助

をしているにもかかわらず， ~~I国側に振り固されて

いるので，交渉を統ける際，有利な立場に立って新

政権と交渉したいという心づもりがあります。(中

略)日本政府は，これから新たな出発をするi抑国政

府の対応と，日本国民の世論を見守りながら突渉再

開の機会をつかむ方針です。

(c)ニュース表現と国民感情

論調における，韓国のニュースにみられる，も

うlつの特徴は， r誇張表現」が日本のニュースに

比べて多いととである。誇張し，センセーショナ

ルな印象を与えているニュース項目は，分析対象

全体の23.3%であった(図 1-6)。

ここでは「誇張し，センセーショナルな印象を

日制テレビ報道比較調査研究

図1-6 センセーショナルな印象を与えたか
(韓国のニュース)

誇張していない
76.7% 

(n=998) 

与える」とは，事実を誇張していたり，行き過ぎ

た予測をしていたり，プライパシーに対する関心

をかき立てるような伝え方をしている場合などと，

定義した。

このようなニュースの割合の高いテーマは「日

本文化流入問題J(67%に「スポーツ大会・サッ

カ一日韓戦J(42%)， r日韓貿易不均衡問題J(36 

%)であった。

「スポーツ大会・サッカ一日韓戦」についての

ニュースでは，例えば， 94年に広島で行われたア

ジア大会でのニュースでは， ri韓国のプライドを

守ってくれた (94年 10月10日)Jr日本を勝ち抜

いた (94年 10月14日)Jr斡国のプライド (94年

10月16日)Jといったニュースが伝えられている。

こうしたニュースでは，日本に対する国民感情が

ニュースに反映される傾向がみられた。

(3)ニュースが伝えた相手国のイメージ

この分析では，ニュースが相手国相手国の人

に対するイメージをどのくらい伝えているのか分

析してみた。

「公正/不公正Jr信頼できる/信頼できなLリ

など対になる 14のイメージについて，分析対象の

ニュース項目でそれぞれどう伝えているのか調べ

た。
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公正 ・・・・

信頼できる

責任を持つ

勤勉・H ・H ・..…

堕落した …・・

友好的

開放的/受容的

人種差別/差別的 … 

暴力的
ごうまん

倣慢である …・"...

伝統的 ・…・目

保守的

礼儀正しい

集団主義的 …… 

不公正

信頼できない

責任を持たない

怠け者

健全な

敵対的/パッシング

閉鎖的/島国根性

入額差別のない/

差別的でない

平和的
ごうまん

倣f盟でなL、
非伝統的

改革的

礼儀正しくない

個人主義的

まず日本のニュースでは，韓国，韓国人に対す

るイメージは伝えていなかったといえる。各イ

メージともに伝えていたニュースの割合は全体の

1%以下であった。

これに対して，斡国のニュースではプラス，マ

イナスイメージともに多く伝えられた(図 1-

7)。プラス面では， r友好的」が23.5%，r開放的

/受容的」が 8.9%であった。マイナス面では，r信
頼できない」が 19.6%，r責任をもたなpJが13目5

%， r敵対的」が 12.4%， r不公正」が 9.8%とマイ

ナスイメージが伝えられていたロ

図1ー7 韓国のニュースが伝えた，日本・日本人の
イメージ(伝えた割合・重複分類)

開放的・
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第 2章変わる日韓相互報道

今回の内容分析で明らかになった， 2つめの大

きなポイントは，日本のニュース，韓国のニュー

スともに，この 8年の聞で大きな変化を遂げてい

ることである。特に!神国のニュースではその変化

は劇的である。申書国のニュースでは，客観的に伝

えるニュースが急速に増えている。特に， 99年で

は，日本と対立するような問題についても相対的

に伝えていたり，協力を伝えたりする友好的な

ニュースも増えた。日本のニュースでは，ニュー

スが増加し，韓国についての関心領域が拡大した。

伝え方については，中立，客観的であることは変

わらなかったが，問題の視点(パースペクティブ)

では変化がみられた。明らかに韓国に対する関心

の高まりがみられる。まず日本のニュースから，

B年間の変化についてみてみよう。

第 1節増える日本のニュース

(1 )日韓問題に対する関心の急速な高まり

日本のマスメディアにおける斡固に対する関心

の低さが，しばしば指摘されているが， ζ 乙数年

の日本のニュースにおいてはあてはまらない。

1989年から 91年の 3年間で 248項目，年平均80項

目と少なかったが，図2ー1のように 99年では

158項目となっていて，約 2j'音になっている。 2000

年では 10月までですでに 195項目となっており，

高い水準となっている。

図2ー1 韓国を伝えた日本のニュース(経年)



これは，日本と韓国の実際の交流の拡大に対応

している商もあるが，日韓関係への関心の高まり

が引き起こしている現象といえる。というのは，

ニュース分野での項目数の変化をみてみると，日

斡関係の分野のニュースが年々増えていて，経済，

文化，くらしなどの交流と関係のある分野の

ニュースは依然として少ないからである。政治，

国際，社会の分野のニュースは大事件・大事故が

あれば伝えられるが，そうでなければほとんど伝

えられていない(図 2-2)。

つまり，ニュースの全体的な増加は日韓関係の

分野のニュースによってもたらされているわけで

ある。

図2-2 韓国を伝えた日本のニュース(分野別)

項
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(2)共同事業への関心の高まり

聞経済

植民地時代・

摘民地主配・

第2攻世界大戦

日韓関I{~
国際関係

圃政府 政治家

.政党活動

それでは，具体的にどのような問題のニュース

が多く伝えられるようになったのか見てみよう。

図2-3は，主な問題について，年ごとに伝えら

れたニュースの数を示したものである。 98年， 99 

年には日韓て、懸案になった「漁業交渉Jf日本大衆

文化開放」について多く伝えられた。さらに， 99 

年にかけて関心の高まったものはJワールドカッ

プ大会共催JI日朝交流(焚渉w日本の防衛問題」

などであった。その伝えられた内容をみてみよう。

日脚テレビ報道比峡調査研究

〈日本大衆文化開放問題を伝えたニュース〉

NHKニュース 99年10月26日

隣国 日本文化開放

初めての日本歌稲コンサート

(キャスター)

日本の大衆文化を段階的に開放している帥困で

は，先月，政府が日本の歌諦曲の囲内公演を認めた

ことを受けて，きょう初めて日本の歌が，いわば政

府のお墨付きでコンサート会場で歌われました。

(キム・ヨンジャさん) (字幕)

料固の人へ日本のすばらしい歌を紹介するのは私

の責任だと思っています。(中略)

(観客はー)(字幕)

次は日本人の歌手による日本の歌稲曲がi聴きたい

です。

(リポーター)

帥国政府による日本の大衆文化の段階的な開放

は，現実在追認するという側面はありますが，これ

まで海目制百，非合法など日本の歌稲出lにつきまとっ

ていた附いイメージを払拭するには決して小さくあ

りません。隣国では日本との相互理解を目指した文

化突流のための舞台は少しずつ強いつつあり，これ

をきっかけに日本でも純国の文化に対する関心が高

まることが期待されています。

(キム・ヨンジャさん) (字幕)

隣国と日本が共同開催するワーJレドカップの成功

に向けて，文化の往来がますます盛んになるよう

願っています。

〈日本の防衛問題関連のニュース〉

NHKニュース 99年日月 5日

海上自衛隊純国海軍初の共同訓練

(キャスター)

海上自術隊と ~ill国海軍によるはじめての共同訓練

がきょう長崎県和l'の東シナ海で行われました。これ

は救難や彼索を目的としたもので，海上自衛隊から

は護衛艇3箆とヘリコプターやP3C対潜哨戒械が，
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図2-3 問題テーマ別・伝えられた日韓関係ニュース(日本) (重複選択)

直歪誼

一
数回

開項項目数
24 

20f-

|ワー川カップサ州一大会共催| 直垂霊童冨

10f-

純国海軍からフリゲート艦2!是と対潜哨戒淵などが

参加しました。(中略)

(リポーター)

今回の共同誌練の背景には，去年暮れに北朝鮮の

小型潜水艇が隣国の領海内に侵入したり，北朝鮮で

再びミサイルの発射準備がすすめられるなど，朝鮮

半島の情勢が緊張しているごとがあげられます。腕

国海軍はこの地域において日本と緊密な辿携をとっ

ている姿勢を強くアピールすることで北朝納骨01をけ

ん制するねらいがあるものとみられます。一方，海

巨亙盃亙璽
項目数

21 

15 

臣室璽亘 巨E豆亙軍国

項目数 項目数

』

口
内
〆
句

マ，ー
ヲ
'

「
1

内

υ
内

4

10f-

上自術隊としても帥国海軍との交流をすすめるとと

でミサイル発射や不客船なとの助きをいち早くつか

みたいというねらいが晶ります。海上自衛隊と隣国

海軍は今年の5月から緊急の池絡に備えてホットラ

インを設置しており，日脚の軍事国での辿携は今後

一層緊密になることが予itE¥されます。
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く日朝交流(交渉)問題を伝えたニュース〉

NHKニュース 99年9月2日

ミサイル再発射凍結なら関係改普前向きに

(キャスター)

小泊l総理大臣は日本を訪問している隣国のキム

ジョンピル首相と会談しました。そして，北朝鮮，朝

鮮民主主義人民共和国のミサイル再発射問題につい

て日米聯の 3か国が辿携して，再発射の阻止にむけ

た外交努力に全力を品げる一方，北朝鮮が再発射を

凍結するならば，関係改普に前向きに取り組む用意

が晶るという考えで一致しました。(中略)

(リポーター)

キム首相は日米榔の3か国が協調して北籾鮮政策

を遂行していくととに.~tj抑制1は注意を払わざるを

えない，ミサイJレが発射される前にこれを阻止する

努力が重要だと述べました。

今回の会談の，両首相がミサイル再発射凍結とい

う前提をつけながらも，北朝鮮との関係改替に柔軟

に対応したという意向を強調した己とがポイントで

す。(後略)

[ワールドカップサッカ一大会共催J関連ニュー

スでは.2002年のワールドカップサッカ一大会共

催にむけて様々な準備が協力して行われており，

その状況が次々と伝えられた。「日朝交流(焚渉)J

関連ニュースでは，日本の北朝鮮へのコメ支援問

題，北朝鮮との国交正常化交渉などが伝えられた。

日朝交流(交渉)を，南北統一に不可欠なプロセ

スとして，韓国政府が支持へとその政策を転換し

たため，今や日朝交流(交渉)はKEDO支援とな

らんで日韓の共同事業の 1つとなり，その意味あ

いが大きく変化した。「日本の防衛問題」について

は，安保対話や日斡共同訓練が伝えられた。北朝

鮮の不審船，潜水艇のI韓国領海への侵入などの対

抗策として行った，海上自衛隊と勝国海軍の共同

訓練などのように，共同事業としての側面が伝え

られていた。増加したニュースの共通する特徴は，

日本と韓国との聞で行われる共同事業に関するも

のであるという点である。

日i;b'{:テレビ報道比較調査研究

「漁業交渉JI日本大衆文化開放」のような日斡

の懸案問題だけでなく，日本とijt事国が今後共同し

て実現したり解決してゆかなければならない問題

にも関心が高まっているといえる。こうした共同

事業への関心の高まりは日韓の相互理解の促進に

寄与すると考えられる。

一方，いままで多く伝えられた「歴史認識問題」

「慰安婦問題」は99年に入って少なくなった。乙

れは.98年の共同宣言以降は，韓国政府自身は外

交問題とはしないとの立場をとったため，外交問

題にあがることがなくなったためである。後述す

るように I神国のニュースでは依然，多く伝えら

れていることから，日韓における認識ギャップの

新たな要因になる可能性も否定できなL、。

(3)問題の視点の変化・歴史認識問題

~外交問題から内政問題へ~

それまでは，日本のニュースではあまり伝えら

れなかったが.95年頃から日木のニュースでも多

く伝えられるようになってきたものに，日本の政

治家による問題発言(妄言問題)のニュースがあ

る。乙の問題は，日本の植民地支配や戦後処理問

題についての，日本の政治家の発言が勝国世論を

刺激して，しばしば日韓の外交トラブルに発展す

る事件である。「日本の植民地支配は合法的であっ

た」とか「植民地時代には日本はいいこともしたJ
との発言が，韓国では現実とは著しくかけ離れた，

誤った認識に基づく妄言ととらえられ，歴史をね

じ曲げる行為として激しく糾弾された。韓国政府

の抗議に対してその都度，日本政府が陳謝したり

して対応してきた。

線国のニュースは，乙の問題を数多く取り上げ

ていたが，日本のニュースではあまり伝えていな

かった(表2ー 1) 0 95年11月の江藤総務庁長官

の問題発言の時には，日本のニュースでも多く伝

えられている。なぜ多く伝えられるようになった

表2ー1 問題発言関連ニュース(項目数)
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のか，その理由を調べてみよう。

それまでのニュースでは，韓国の世論で問題に

なり，外交トラブルに発展したことだけを伝えて

いる場合が多く，発言そのものの問題についての

言及はされていなかった。これに対して， 95年11

月の問題発言の時のニュースでは，外突トラブル

という視点だけではなくて，日本圏内の政治問題

として，発言内容が適切であったのかなど発言そ

のものを問題として伝えていた。

く問題発言を伝えたニュース〉

NHKニュース 95年11月13日

江藤総務庁長官辞任各党の反応

(キャスター)

江藤総務庁長官辞任についての反応です。(中略)

つづいて野党の反応です。

(新進党政務会長代理)

私ど也，新進党が先に不信任決議案を提出したと

ころでも品り，今回の辞任は当然のごとと受け止め

ております。(中略)

(共産党国対委員長)

私どもは，当初から発言の撤回で済むものではな

いと 1大臣の資格にかかわる問題だということを提

起してきたとおりであり，このような許しがたい暴

言を認める己とはできません。したがって辞任する

というのは，当然の弘則吏で晶るというふうにいえる

と思います(後略)

乙のととは，いままでにはあまりみられなかっ

たことであった。つまり，この問題が勝国世論を

怒らせてしまった困った問題としてだけではなく，

日本自身が解決しなければならない問題として伝

えられたことを意味している。これは， 95年の国

会での不戦決議や終戦の日の村山首相談話をうけ

て，歴史認識問題に対するニュースの視点(パー

スベクティブ)が変わってきたことの証左と考え

られる。

第2節 激変の韓国のニュース

日本を伝える韓国のニュースの変化は劇的であ

る。韓国では，キム・デジュン政権になってから，

日本と対立する問題においても，その伝え方にお

いて，自国を客観的，相対的にとらえる傾向が強

まってきた。さらに， 99年に入って，日本・日本

人のイメージについても惑い面だけでなく良い面

についても伝えられるようになってきた。そうし

たニュースの姿勢の変化は， 98年のキム・デジュ

ン大統領訪日以降，東亜日報が先行して日本の天

皇の呼び方をそれまでの『目玉Jから『天皇Jと

改めたことにも象徴されている。

=れらの乙とについては，韓国外国語大学のキ

ム・ジョンギ教授(現斡図放送委員会委員長)が

99年の夏の時点ですでに指摘していたことである

が，ここで改めて検証されたかたちとなった(キ

ム・ジョンギ (1999))。

(1 )年によって変動の激しい項目数

日本について伝えた韓国のニュースの年ごとの

変化を見てみよう。図 2-4のように，年によっ

て数が大きく変動していることが分かる。変動の

要因は何なのか，分野ニュースごとの数をみてみ

ると，戦後処理や歴史認識など過去の問題，現在

の日韓問題，社会分野のニュースの増減が全体の

変化をもたらしていることが分かる(図 2-5)。

日本と韓国との間での懸案のありなしで，伝えら

れるニュースの数が大きく変わっている。いった

ん問題がおきると集中的に伝えられているケース

がいくつかみられる。

それにしても99年にいままでになく多く伝えら

れているのはなぜだろうか。 lつはこの年に伝え

られた日韓関の問題は，漁業交渉，領土問題，日

朝交渉， KEDO協力問題，日本大衆文化開放問題，

日韓軍事共同訓練，日本の国旗国歌法など，多く

伝えられたことである。もう lつは，金熔老事件

のコン元受刑者が釈放され韓国に出国したことが

大々的に報じられたことである。車事国では有名な

在日韓国人の動向についての関心が高く，ソフト

パンクの孫正義氏も多く取り上げられている。そ

んな中でコン元受刑者に対しては関心が高まり，
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図2-4 日本を伝えた韓国のニュース(経年)
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92 93 95 96 97 98 99年

斡国に出国する様子が多く伝えられたからである。

(2)伝え方が大きく変わった 1999年

伝え方が大きく変化したのがはっきり見られる

ようになったのは， 1999年になってからである。

変化した点は，センセーショナJレな印象を与える

ニュースが減ったことと，自国，韓国自身の問題

を伝えるニュースが増加したこと，日本・日本人

へのプラスイメージが伝えられたことの 3つで

あった。

(a)減ったセンセーショナルな印象のニュース

日本と韓国との聞でトラブルや利害の対立が起

きている年は，日本政府に対して非好意的な

ニュースが増加するのは自然ななりゆきである。

図2-6を見ても分かるように慰安婦問題や貿易

不均衡問題が懸案になった92年，植民地支配への

謝罪など戦後処理問題が懸案になった何年，漁業

交渉で激しく対立した99年には，日本政府に非好

意的なニュースの割合が高くなっている。 98年ま

では，センセーショナルな印象を与えるニュース

の割合は，非好意的なニュースの割合の変化とほ

ぼ一致している。つまり，非好意的なニュースの

割合が増えるととうしたニュースの割合もそれに

あわせて増えていた。

ところが， 99年になっていままでとは迷った動

きを見せた。非好意的なニュース鄭j合が増加しで

も，センセーショナルな印象を与えるニュース割

合が逆に少なくなっていた。このことから， 99年

日脚テレピ報道上~i股調査研究

図 2-5 日本を伝えた韓国のニュース(分野別)
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センセーショナルな印象。
92 93 94 95 96 97 98 99年

には客観的に伝える傾向が出てきていると言える。

このことは韓国世論の動向と深く関連している。

1997年のみぞうの経済危機を経験した韓国社会で

は，経済改革，社会制度の立て直しが急速に進め

られており，日本との関係においても「対立，競

争するだけでは十分ではなく，まずは日本のごと

を正確に知るべきである」という世論が台頭して

おり，日本に対する客観的な視点が求められてい

る(重村(1998))。 ζうしたことがニュースの伝

え方にも影響を与えていると考えられる。
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(b)自国を相対化するニュース

客観化と並んで，重要な変化は自国を相対化す

るニュースの増加である。日本と対立する問題に

おいても，日本だけではなく，自国，隣国にも問

題があると伝えているニュースが多く登場してい

ることである(図2ー7)。

とのことに関しては，斡圏外国語大学のキム・

ジョンギ教授(現韓国放送委員会委員長)が， 99

年 3月の漁業交渉関連ニュースにおいて，自国の

問題を伝えるニュースが登場したことを指摘した

(キム・ジョンギ (1999))0 99年ではとのニュース

をはじめ， 49項目のニュースで自国の問題を伝え

ていた。例えば， 99年3月15日の KBSニュース

「得るもののない物ごい協定」では，十分に準備を

せず日本との交渉にのぞんだ斡国政府を批判して

f云えていた。

図2-7 韓国に問題があると伝えた韓国のニュース

項目数
50 

40 

30 

49 

92 93 94 95 96 97 98 99年

く韓国に問題があると伝えた漁業交渉ニュース〉

KBSニュース 99年3月15日

得るもののない物ごい協定

(キャスター)

これまでの 8日間にわたる交渉をみますと，一方

的に日本側に振り因されたという感じです。胸囲側

は'JI前準備も不十分で，交渉蹴略もないまま物ごい

交渉にきゅうきゅうとしているという訓難を受けて

います。

(リポーター)

(中略)純国側代表団に;11時mがmまっています。料
ぞう

国側が示した二般引き漁船200隻に娘業実躍16，500 

トンを，日本側がまったく認めずにいるからです。

術星写真と指導巡視船の資料に基づいて，二般引き

漁船の数を50隻p 漁獲量を 1，800トン以下とする日

本側は，正確な統計資料もないまま二般引き漁を行

う漁民側の主張を全面に押し出す隣国側を信巳ては

いません。完盤な資料もないまま日本側を説得しよ

うとして，むしろ不信感を募らせるばかりです。合

理的に説得するより政治的に妥結しようとした性急

さ也 1 交渉のお粗末さを物語っています。(中略)

二般引き漁の交渉は，正確な資料はもちろん，原

則も戦略もないまま日本側に振り回されるという，

外突而での腕国の交渉力の現状をまざまざと見せつ

けています。

(c)プラスイメージをf云えるニュース

韓国のニュースで伝えられてきた，日本・日本

人についてのイメージは，マイナスイメージが中

心であるが， 99年にはマイナスイメージと並ん

で，それとは相反するプラスイメージも伝えられ

るようになった。図 2-8a，b，c.を見てみると，日

本・日本人のイメージとして， I公正JI信頼でき

るH責任をもっ」というイメージを伝えるニュー

スが， 99年になって急激に増えていることが分か

る。

前掲したキム・ジョンギ教授の論文に，プラス

イメージを伝えたKBSニュースとして， 99年3月

22日に伝えられた「水も再活用」というニュース

と99年 1月3日に伝えられた「政府が高齢者を保

殻」というニュースが紹介されている(キム・ジョ

ンギ (1999))。

『“政府が高齢者を保諮"というタイトルで放送

されたレポートでは日本が高齢者の年金制度だけ

でなく，痴ほうのような高齢者を政府が責任を
み

もって面倒を看る介務保険制度を導入したことを

挙げながら，日本を先進的な高齢者福祉行政を実
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図2-8a I公平/不公平」イメージを伝えた韓国
のニュース(項目数)

医亘

漁業交渉 6 
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日朝交流(交渉)3 
日朝貿易 2 

匡歪E

図2-8b I信頼できる/信頼できないJイメージ
を伝えた韓国のニュース(項目数)

直蓋王盟

漁業交渉 B 
KEDO協力 3 
日朝交流(交渉)3 
半島統一 2 

置室豆回

図 2-8c 「責任を持つ/責任をもたない」イメージ
を伝えた韓国のニュース(項目数)

置互亙自 置1Hi歪豆E

施するモデル国家として描写している。

また，“水も再活用"というレポートは，夫が

シャワーを浴びた水を捨てずその水で洗濯をする

日本人の主婦のまめな姿や，エアコンの冷却機か

ら落ちてくる水をバケツに受け，草花にやる“節

約の知恵"を非常に肯定的に描いている。とのよ

日腕テレビ報道上b般調査研究

うな報道の特徴は，日本は行政や国民意識におい

て，わが国に比べて先進的であり，我々が見習わ

なければならないモデルとして描いているという

点だ。』

しかし，乙のことから日本 日本人のイメージ

が好転したと判断するのは早昔|であると言わざる

を得ない。というのは，図 2-8 a.b.c.を見てみ

ると，反対のイメージ「不公正JI信頼できなLリ

「責任を持たなL、」も 99年には今までになく多く

伝えられているからである。

韓国人の日本に対するイメージを研究している

東京都立大学の鄭大均助教授は，もともと韓国で

は日本・日本人に対して善悪の相反するイメージ

があると指摘している(鄭大均 (1998))。マスコ

ミではマイナス面が強調される反面，プラス面の

表現は抑fliリされてきた。いままで抑制されてきた

イメージ部分が解放されて伝えられるようになっ

たと考えるのが妥当であると思われる。

ともあれ，こうしたプラスイメージを伝える

ニュースが世論に少なからず影響を与え，日本人

に対するイメージを向上させていくのはまちがい

ないことであると言える。

(3)底流に流れる歴史認識問題

乙うした99年の劇的な変化をはじめ，近年の斡

国ニュースの変化は，日本を伝える内容とどのよ

うな関係があったのだろうか。主な問題について，

年ごとの伝えた項目数をみてみた(図 2-9)。

(a) 99年に増えた問題

99年に増えたものは.I日本大衆文化開放Jr日
本の防衛問題H漁業交渉」であった。「漁業交渉」

が増えたのは.99年の3月が操業条件をめぐって

突渉の最大の山場だったからである。決着ととも

に伝えられなくなっている。これに対して.r日本

大衆文化開放H日本の防衛問題」はその意味付け

を変えて伝えられるようになった。どちらの問題

も90年代前半でも伝えられていて，マイナスの問

題として伝えられているが.99年では，その側面

だけはなく，前向きの問題としても伝えられるよ

うになった。

例えば.r日本大衆文化開放」では.90年代前半
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図2-9 問題テーマ別・伝えられた日韓関係ニュース(韓国)(重複選択)

国歪函 巨霊霊豆!!lJ 18*0重重量
項目数 項目数 項目数

40r 40ト 40r

|円レドカップサッカ一大会共催II i!J!lei亘圏

項目数

40r 

20r 

では，日本の文化侵略との文脈で伝えられたり，

韓国の文化への悪影響の側面iが中心に伝えられた。

98年， 99年になると，開放を文化産業の国際競争

力をたかめる機会としてとらえたり，開放によっ

て日本のマンガやビデオなどの海賊版の横行を解

消できるという視点をもったニュースが伝えられ

た。日本の防衛問題についても， I韓国への脅威」

という視点だけではなくてJ北朝鮮に対応する際

に日本との防衛協力は有効である」という視点も

伝えられるようになった。
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(b)伝えられ続ける慰安婦問題

99年でも歴史認識問題や慰安婦問題についての

ニュースは伝え統けられている。慰安婦問題では，

98年のキム・デジュン大統領の訪日以降は，外交

問題としてのニュースではなくなったが， 99年に

おいても「ハンをはらす(恨みを晴らして，理想

の状況に達する)J問題として，元慰安婦の動向が

伝えられている。



KBSニュース 98年4月16日

恨(ハン)の 63年

(キャスター)

日帝l時代，強制的に連行された従耳1慰安婦の中に

はフンおばあさんのように，今もなお速い他国で

「恨(ハン)J(解放されるべき恨み)を抱きながら，

その一生を送っている方々が大勢います。中国辺境

にf主む，ムン・ミョングンさんも，まさにそんな方

です。(中略)

(リポーター)

慰安婦として10年の問に経験したととは，口にす

るのさえおぞましくむごたらしい記憶になって残っ

ています。当時，日本軍は慰安姉たちに不妊注射ま

でして悪行を統けました。(中略)

ムンおぱ品さんの最後の願いは，悪夢のような記

憶がしきりとよみがえる中国の土地を離れ，自分の

国の家族のふところに，安らかに抱かれることで

す。

ニュースでは慰安婦問題は，より深い視点でと

らえられるようになった。このように，歴史認識

問題はいまも韓国のテレビニュースの底流に流れ

ているといえる。

引用文献
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キム・ジョンギ (1999)
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『テレビの伝える外国イメージーステレオタイプとそ

の問題点-J ITFP研究会報告替 1999 

重村智剖 (1998)
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鄭大均 (1998)
イルボy

『日本のイメージj 中公新番
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第3章相互理解の促進条件

[本章のねらい]

前章では日本と斡国の相互理解のために，相手

国をどのように伝えているのか分析してきた。こ

とからは，相互理解とニュースの関係についてみ

ていこう。本稿では，相互理解を「相手国やそこ

に住む人々のくらしぶりや考え方や，両国間の解

決すべき問題について，実態に即して知ること」

と定義する。そして，相互理解を促進するとは「結

果として人々のその知識を増やしたり，知識への

意欲を高めること」と言うことができる。

ここでは，具体的なニュースやニュースの部分

などで，相互理解を促進するような内容を「促進

要因」と呼ぶ。また，伝え方，問題設定の仕方，叙

述方法など，相互理解を促進するための条件を

「促進条件jと呼ぶ。まず，促進条件からみていこ

つ。

[分析の制約条件]

本論に入る前に，この分析には研究設計上の理

由から，いくつかの制約があることを，あらかじ

めお断りしたい。

まず，分析対象にしたニュースの内容を，何ら

かの基準で評価したり批判するなど，価値判断を

するものではない。

また，日本と韓国の聞で，項目数を直接比較す

る分析はできな1>0 というのは，それぞれの固に

は，数多くのニュース番組があるが，今回の内容

分析ではそのうちのNHKの「ニュース 7JとKBS
の「ニュース 9Jについて分析を行っているため，

それぞれの園のニュースの中で，数量を比較した

り，年ごとの変化をみたりすることや，両国の結

果を比率で比較する乙とは意味があるが，両国の

結果を項目数で直接比較することは意味がなL川、

らである。
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第 1節 3つの促進条件

第1章・第2章で紹介した内容分析の結果から，

日本のニュース， ~L~困のニュース，それぞれの特

徴を簡単にまとめてみよう。

(日本のニュース)

全体傾向として，国際関係，日韓関係，政治関

連のニュースの割合がほかの分野に比べて大きく，

文化，くらし関連ニュースなど，斡国人の生活の

実像を伝えるニュースの割合は非常に小さかった。

また，問題を指摘するニュースが少なかった。伝

え方については，中立で，客観的に伝えていた。

(韓国のニュース)

全体傾向として，日本と同じように，国際関係，

日韓関係，政治関連のニュースの割合がほかの分

野に比べて大きく，文化，くらし関連ニュースな

ど，日本人・生活の実像を伝えるニュースの削合

は非常に小さかった。

また， 1992年から 1998年までの期間に強くみら

れる傾向であるが，問題の指摘については， I日本

に問題があると指摘する」ニュースが「自国に問

題があると指摘する」ニュースに比べて多かった。

さらに，事実を誇張したりセンセーショナルな印

象を与えるニュースや，愛国心を鼓舞するように

描いているニュースがあった。

以上の結果から日韓のテレビニュースでは，促

進条件はおもに「相手国・人の生活への知的な好

奇心を起こす情報JI問題の提示JI叙述方法」の

3つにまとめられる。

①相手国・人への知的な好奇心を起こす情報

日本のニュース，斡国のニュースのどちらとも，

相手国での生活の実像があまり伝えられておらず，

相手国に対する知的興味や関心を育てるには十分

でない可能性がある。

②問題の提示

日本のニュースでは，事実中心に伝えられ問題

の指摘が少なく，問題の理解が十分にすすまない

可能性がある。また韓国のニュースでは，日斡問

J1liの原因を日本に帰して，問題の本質を正確に伝

えない可能性がある。

③叙述方法

韓国のニュースでは， I誇張表現jや愛国心を鼓

舞するなどの，言い回し(description)や伝え方

によって，日本への理解に影響を与えている可能

性がある。

ごれらの条件が，実際にはどの程度，相互理解

に関係しているのか検証するには，さらに精密な

内容分析，視聴者に対する受け手調査，送り手調

査などを行う必要があり，今回行った内容分析で

は到底不可能である。今後の研究課題としたい。

そこで本稿では，今後の研究に参考となるように，

いくつかのケーススタディーを試みた。

第2節では「慰安婦問題」に注目して，それぞ

れのニュースで，どのような側面が伝えられ，何

が問題になり，どのような主張が伝えられたのか

整理してみる。

第3節では，両国双方の主張が異なっている

「領土問題」で，その叙述がどのようになっている

のか獲理する。

第2節 掲示された問題の遣い

~慰安婦問題関連ニュース~

日韓のニュースが，それぞれ何を伝えたかだけ

でなく，どう伝えたかを比較分析する必要がある。

そのためには，ある事象に対して，双方で同時に

数多く伝えているケースが分析対象としては望ま

し1'，

そ乙で分析対象となったニュース項目を調べた

結果， 92年 l月に伝えられた慰安婦問題関連

ニュース， 96年6月のワールドカップサッカ一大

会共催決定関連ニュース， 99年2月の漁業交渉関

連ニュースなどがあった。このうち 92年 1月の

ニュースでは，宮沢首相の韓国訪問という場面で，

lつの議題を日斡それぞれの視点で多数伝えてお

り，その視点の速いを調べるには適している。そ

こで， 92年 l月に伝えられた慰安婦問題関連

ニュースに注目して考察する。
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[慰安婦問題の経緯]

ここでは， 92年から 98年まで大きな外交懸案

だった慰安婦問題を，どのような視点で伝えたの

か明らかにしていく。 Wimidas2000j (集英社

1999)は，慰安婦問題を次のように説明している。

「第2次大戦中，戦地日本軍の性的「慰安」のため

に，当時日本の植民地であった朝鮮半島や東南ア

ジアの占領地から，強制またはその他の方法で集

められ，非人間的な屈辱を受けた女性たちが，日

本政府を相手に謝罪と補償を求めている問題」。

(本研究のカテゴリ一作成においては， fimidas 
2000jを参考にした。)

乙の問題について主な助きを年を追って紹介す

ると91年8月に斡国で元慰安婦がはじめて名乗り

を上げ，問題となった。 92年 l月，日本軍の関与

を認めて，宮沢首相が正式に謝罪をした。 95年6

月，日本政府は元慰安姉たちを支援するために，

『女性のためのアジア平和友好基金』を発足させ

た。 98年4月，韓国政府は元地安婦に対して，支

援金を支給した。

98年10月，植民地支配への謝罪を公式に記した

共同宣言が調印され，慰安婦問題を含めて，謝罪，

補償問題については今後は外交問題にしないこと

をキム・デジュン大統領が約束した。まずニュー

スは，この問題に関連して，どのくらい伝えたの

か見てみよう。

[集中的に伝えられた 92年 1月]

慰安婦問題関連ニュースの伝えられた数は，表

3ー1の通りである。韓国では，年や時期によっ

て変動があり，ほかの時期に也多く伝えられた時

期がみられた(表3-2)。まず，もっとも多く伝

えられた時期は， 92年1月の宮沢首相の斡国訪問

の時である。次に多かったのは， 98年4月，韓国

政府が元慰安婦に対する支援金の独自支給を決定

した時であった。 3番目に多かったのは99年2月

の漁業交渉の時期であった。

[92年 1月 ニュースの時代背景]

92年1月には日韓関係は大きな山場を迎えてい

た。!Ji({.国の対日貿易赤字は巨額に迷し，差し迫っ

た問題となっていた。また，貿易不均衡の是正策

日開テレビ報道比較調査研究

表3-1 慰安婦問題関連ニュース(項目数)

表3-2 韓国で慰安婦問題関連ニュースの多い時期

出来事 l 

宮沢首相の抑国訪問

料国政府の支援金支給決定

漁業支渉

としての，技術移転については，日本の経済界の

事情から実現の見通しは立たなかった。=れに対

して斡国の対日世論は厳しさを増す一方であった。

さらに前年に，元慰安婦たちが名乗り出て，日本

の謝罪，賠償を求めたことから，日本への激しい

批判が韓国で巻き起こっていた。その時期に宮沢

首相自らが訪韓し， !~革案の解決にあたった。 1 月

17日には首相が公式な謝罪を行った。

(1 )伝えられた内容の遣い

[日本外交問題が中心]

慰安婦問題関述ニュースでは，伝えられた内容

に速いがみられた。 92年l月に伝えられたニュー

スの数は，日本のニュースでは 12項目，株国の

ニュースでは53項目であった。慰安婦問題を巡る

事件の様々な側面のうち，どの側面に言及してい

るのか調べた結果が表3-3である。

日本のニュースが伝えたのは，主に政府レベル

の!llIJきと日本政府に対する抗議行動であった。具

体的にみると政府レベルの動きでは.i日本政府の

助き」が 4項目のニュースで， i斡国政府の盟ljき」

が3項目のニュースで伝えられた。日本政府に対

する抗議行動では， i牒国の市民団体の抗議」が3

項目， i元慰安婦の抗議行動」が 2項目伝えられ

た。日本のニュースでは，主に外交問題として伝

えられていた。

[韓国主張の根拠の提示]

これに対して，勝国のニュースが伝えたのは，

おもに政府レベルの動きと，元慰安婦たちの悲惨
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表 3-3 92年1月に伝えられた慰安婦問題関連

ニュースの内容(隣国n=35，日本n=7)

内 容 ~VI 固 日本

冗慰安姉たちの過去の悲惨な体験 6 

元慰安姉たちの現在の生活や苦しみ 1 

元慰安姉たちの抗議行動 1 2 

当時の日本軍(慰安婦問題関辿) 2 2 

植民地時代の行為 1 

当時の慰安姉たちの徴用実態 11 2 

当時の他の胸囲人の行動 4 

当時の仙の日本人の行動 2 

純国の市民団体の助主 9 3 

純国政府の動きや対応 6 3 

~'I国世論 1 

日本政府の宙Jきや対応 9 4 

日本の市民団体の勧告 1 

日本のマスコミ 1 

(直視分類)

な体験などの過去のできごとであった。外交問題

とともに，韓国の主張の根拠を伝えていた。乙の

元慰安婦の過去の悲惨な体験は，日本のニュース

では伝えられなかった。明らかに視点

(perspec.世間)に遣いがみられた。

く元慰安婦たちの体験を伝えるニュース〉

KBSニュース 92年 1月14日

元慰安婦の体技証言

(キャスター)

国民学校3年生の時に挺身隊に辿れていかれた晶

る女性の証言を聞いてみましょう。(中略)今年66

歳のイ・オクプンさんです。

(元従軍慰安婦 イ・オクプンさん)

日本の軍人のやつらは，部隊で軍票が配給される

と，それを握ってすぐ何百人ものが列をつくって

・。土l限日になると行列ができて，朝鮮の女性 l

人の上にそれこそ 20人も 30人も…・田・，私との話を

すると阪が立って，版が立って……。

(キャスター)

毎日，毎日，虫ずの走る思いだったんでしょうね。

(元従軍慰安婦 イ・オクプンさん)

言葉じゃ言い表せませんよ。虫ずの走るどごろ

じゃ品りません。(中略)そこの女性たちは死にたい

と何度も何度也思うのに死ねないんですよ。死ねな

い。病気になってもうあと長くないなって病院にい

くと，お金もなくなって，そうとうしているうちに

死んだら野たれ死にのままで.....目'また軍人がやっ

てきて…・・。朝鮮の女性で生きて戻ってきたのは，

l万人に千人ぐらいになるでしょうか。(後略)

く日本政府の対応を伝えるこユース〉

NHKニュ-A 92年 1月18日

i陣国訪問の宮沢首相が帰国

(キャスター)

綿固を訪れていました宮沢総理大臣は，ノ・テウ

大統領との首脳会談など 3日間の日程を終えまし

て，つい先程，特別機で帰国しました(中略)0 21世

紹に向けた未来志向の日綿友好協力関係を築いてい

くことを確認したのをは巳め，懸案になっていまし

た両国の貿易不均衡の改普問題では，日本からの産

業技術協力をすすめるため今年の 6月の末までに具

体的な実践昔l闘を取りまとめることなどで一致しま

した。

その一方で，太平洋戦争当時，日本軍のために戦

場に送られた朝鮮半島出身の従軍慰安婦の問題につ

いて，宮沢総理大臣が重ねて謝罪するなど，難しい

問題が横たわっているととが浮き彫りになりまし

た。(後略)

(2)ニュースで伝えられた主張・問題点

日本のニュースと株国のニュースでは，指摘さ

れた問題点に速いがみられた。いくつかの先行研

究によって，ニュースにはメッセージを伝える機

能だけでなく，送り手が「何をいま問題にするべ

きなのか」を受け手に伝える議題設定機能

(agenda set世ng)があることが分かってL、る。こ

れについては，選挙戦キャンベーンの研究など，

さまざまな調査が行われてきた(竹下 (1998))。
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そこで， 92年 1月の慰安婦問題ニュースでどの

ような問題の指摘がされているのか，主張が伝え

られているのか，ナレーション，コメントを調べ

てみた。問題点を指摘していたニュースは，日本

のニュースでは4項目，韓国のニュースでは， 30 

項目であった。

(a) 日本 日韓関係の悪化を問題

日本のニュースでは，乙の時期に伝えられた慰

安婦問題関連ニュースが 7項目で，そのうち 4項

目が問題点在指摘していた。その問題点は，共通

していてすべて，日韓関係に悪影響を与える問題

であるという指摘であった。例えば，前掲した92

年 l月18日に伝えられた 11，嘩国訪問の宮沢首相が

帰国」のニュースでは，次のように「難しい問題

が横たわっている」と表現されていた。

「太平洋戦争当時，日本軍のために戦場に送られ

た朝鮮半島出身の従軍慰安婦の問題について，宮

沢総理大臣が重ねて謝罪するなど，難しい問題が

横たわっている乙とが浮き彫りになりました。」

このように日本のニュースでは，慰安婦問題で

は，日韓関係の悪化を問題にしていたことが分か

る。西洋的な国家外交，つまりパワーポリティク

スの観点からみていたわけである。

(b)韓国 日本人の道徳性を問題

韓国のニュースは，指摘された問題也多様でお，

日脚テレビ報道比較調査研究

はっきりとした主張の形で問題を伝えている場合

が多かった。その主張を強理したのが表3-4で

ある。まず「日本は謝罪・賠償するべきだH日本

は誠実な態度で対応するべきだ」という主張が多

く伝えられた。

く主張:日本は，誠実な態度で対応するべき〉

KBSニュース 92年1月18日

実質的な成果はなし

(リポーター)

宮沢首相は，日本の蛮仔についての謝罪と補償を

求めてこの日本大使館にやって来たたくさんの人々

に何の実質的な答えもし立いまま，今日帰国しまし

た。こうした日本の誠意のない姿勢は?わが国の政
τぃ

府にも挺身隊問題などを解決しようという意志が不

足していたためであると指摘する戸もでています。

次に多かったのがJ韓民族の無念を晴らすべき

だ」というものであった。具体的には「無念の思

いの記録J1民族の破壊J1民族の傷・悲劇」とL、
う表現在使って伝えられていた。

ここでの「韓民族の無念を晴らすべきJの意味

に関してであるが，こ乙でいう無念をはらすとい

うのは， 1ハン(恨)を晴らす」と表現されるもの

で;韓国人の独特の心情なので誤解をさけるため

にも，少し説明をしておこう。小倉 (1998)は次

表3-4 萌国・慰安婦問題関連ニュースで伝えられた主張

主 張 (項目) 具体的な内容テーマ(項目)

a日本は謝罪・賠賞するべきである。 (11) 補償・賠償問求椴問題 (6)

謝罪問題 (5)

b.日本は，誠実な態度で対応するべき。 (11) 誠意晶る態度が必要 (4)

事実認定・隠蔽 (3)

過去の籾算 (2)
日本を警戒する (2)

C. J;附民族の無念を附らすべきだ。 (6) 無念の思いの記録 (2)
即庄の破壊 (2)
民族の傷悲劇 (2)

d.日本軍の非人道的な行為を許すな。 (6) 

e.日本は帥国を軽視している。 (4) 

(重視分煩)
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のように説明している。

「もちろんくハン>には『恨み』という意味はあ

るのだが，単なる恨みではなく，そこにはあこが

れの裏うちがあるのである。(中略)そしてくハン

〉は上昇へのあこがれであると同時に，そのあこ

がれが何らかの障害によって挫折させられたとい

う悲しみ・無念・痛み・わだかまり・つらみの思

いである。(中略)J

ニュースでの主張にあてはめれば，元慰安婦が

今の苦しみから解放されて，普通の女性が生きる

であろうような，本来の幸福な人生を取り戻すべ

きである，という内容になろう。

〈主張:韓民肢の無念を晴らすべきだ〉

'hw 
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(キャスター)

インチョンのヨンファ国民学校でも， 1944年の夏

に6年生の女子生徒8人が挺身隊に辿れて行かれた

という事実が明らかになりました。(中略)35年に

わたる日帝の侵略と略奪は，わが国民の胸の中に未

だに消し去るζとができない，傷として残っていま

す。

次に「日本軍の非人道的な行為を許すな」とL、
う主張が伝えられた。そして， r日本は韓国を経視

している」という主張があったロつぎのニュース

のような場合である。

く主張:日本は韓国を軽視している〉

KBSニュ-A 92年1月17日

過去の歴史の整理できず

(キャスター)

強大な経済力を足場に，軍事大国に加えて国迎常

任理事国入りまでねらっている日本は，脚日関係の

解決には特段の関心がないような姿勢を，今回の首

脳会談でも表しました。(後略)

指摘された問題は，日本のニュースとは大きく

迷っている。それはもちろん，慰安婦問題におい

て，被害者，加害者とその立場が異なっているこ

とが大き1'0 r日本は謝罪・賠償するべきである」

「日本軍の非人間的な行為を許すなJri博民族の無

念を晴らすべきだ」などは，被害者の立場からの

主張である。

そのうち， r日本は謝罪・賠償するべきである」

「日本軍の非人間的な行為を許すな」の主張は，戦

争犯罪の責任をはっきりさせ，被害者を救済し，

悲劇lの再発を防ぐといった，いわば戦後処理の，

西欧的な人道主義の視点である。

これに対して.r日本は誠実な態度で対応するべ

きだJr日本は斡国を軽視している」という主張

は，どちらかと言えば，道徳的な主張といえる。そ

れでは，この主張はどこから生まれてくるのだろ

うか。可能性として考えられるのは，まず1つは

ニュースが当時の日斡関係を反映したものである

こと，もう 1つは，東洋的な道徳の序列からすれ

ば上位にある韓国に対して，日本が無礼な態度を

とっているという儒教的な階層意識がニュースに

反映されることである。後者のニュースの視点は，

日本のニュースにはない視点である。

こうしたととについて，韓国の政治，社会に詳

しい鹿服義塾大学の小此木政夫教授にヒアリング

を行った。小此木政夫教授は，日本の西洋的世界

観と純国の東洋的世界観との速いが背景にあると

次のように述べた。

「西欧的な外交的アプローチで問題を実務的に解

決しようとする日本と，あくまで東洋的な道徳を

重視し，日本人に国民的な悔悟を要求する韓国と

の，世界観・{剛直観のズレ，ぶつかりあいがあっ

て，それがニュースに反映されたといえるでしょ

う。韓国の東洋的大義の世界観では，中国が親，韓

国は兄，日本は弟という関係になっています。し

たがって，日本は隣国としての礼儀(文明=道徳

性)を忘れてはならないというととになります。

しかし日本は明治以降，近代西洋的なパワーポリ

ティックスの考え方で行動してきました。そのた

め国家間の力の関係をベースにして交渉していく

というのが日本の原則です。ですから，例えば日

本の植民地支配は，韓国側からみれば，なおさら
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大義にもとる許しがたい行為になるわけです。こ

の乙とは，この問題に限らず，日韓協定問題，漁

業交渉問題など，戦後の日韓関係がギクシャクす

る遠因となっています。韓国人の世界観や意識に

ついて日本人がよく知り，理解することも必要で

しょう。J斡国での慰安婦問題関連ニュースには，

補償という西欧的な戦後処理の視点と，謝罪とい

う道徳性の視点があったことが分かる。との「日

本は誠実な態度で対応するべきだ」という主張は，

戦後処理関連ニュースはもちろんのとと，漁業交

渉ニュースにおいても，幾度となく繰り返して伝

られた主張である。

(3)相互理解のための，その他の課題

分析の結果，日韓双方に視点の速いがあり，そ

の背景には国際関係観の速いが潜んでいた。それ

は単に， Zの問題に限らないことも分かつた。

また，マスコミュニケーション研究と関連する

近代史，現代史などの研究の重要性を痛感したの

でここで付け加えておく。その一例として「用語」

の問題を紹介しておく。日本主いう「慰安婦」の

ととを，韓国では一般的に「挺身隊」という言葉

で表現するいうことが多い。他方，日本では，こ

の「挺身隊JとL巧言葉は「太平洋戦争中に勤労

動員された人々」を指す。この結果，様々な混乱

が生まれた。現在，カン・ 7ンギル (1997)，チョ

ン，ヨ (1997)などが，歴史研究として，どうし

て乙ういう用語になったのかについて研究をすす

めている。とうした科学的な歴史研究の成果に基

づいた報道が，今後，相互理解の可能性を拡げる

ものと思われる。
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第3節ニュースの言語表現の遣い

~直裁の韓国，椀曲の日本~

(1) r出来事」の言語化

この節は，日韓のテレピニュースにおける報道

姿勢の遠いが，文章表現にどのような形で現れて

いるかを探ろうとするものである。

ある「出来事Jがテレビを通じて人々に知られ

るようになる過程には，おもに 3つの段階が考え

られている(三上 (1988))，1現実の世界Hメディ

ア内容J1リアリティーの認知」がそれである。

c -ーーーーーーー一一ーーー--ーーーーーーーーー『

1 a.現実の世界

現実の世界で発生したさまざまな出来事。

b メディア内容

「現実の世界」のなかから，記者が取材して，

ニュースの形でまとめられたもの。

c リアリティーの認知

ニュースを視聴した人が，自分の頭の中に作り

上げるもの。

前節までは，日韓の各コーダーが実際にニュー

スを視聴し，その回答を土台として論を進めてき

た。つまり， c. 1リアリティーの認知」をめぐるも

のであったといえる。とれをさらに深めるために，

乙の節では， b. 1メディア内容」について若干の考

察を試みる。

なお「メディア内容Jについては， 1ある出来事

をニュース項目として取り上げる」という「抽出

段階」と， 1その出来事を言語・映像で表現する」

という「表現段階Jとに大別できる。ここでは， 1表
現段階」のなかでも特に「言語表現」に着目する。

具体的には，日韓関係において利害が対立して

いる領土問題について，

0日脚両国の意見を両論併記的に報じているか

0自国が相手国に(あるいは相手国が自国に)申し

立てをするときに，どんな己とばを使うか

というこ点に注目して，日斡のテレピニュースを

分析した。

その結果，

¢陣固のニュースは純国側の考えを多く取り上げて
せっ

I庄般に価値判断を提示している

②日本のニュースは両国の主張を併記する乙とに

よって客観的な形式を保っているが，日本からの

申し立てについては「抗議」と言い，韓国からの

申し立てについては「反発」ということばを使う
えん

ことによって，結果的に日本側の考えを腕曲に示

す形になっている

という傾向が見られた。

(2)領土問題に対する関心の差

今回対象としたNHKとKBSのニュースを通覧

したところ，ニュース項目として取り上げられた

回数が日韓両方において同程度で，かつ言語表現

上両者の差が激しいと録者(塩田)に感じられた

のは，領土問題および漁業交渉に関するもので

あった。とくに領土問題での表現上の速いが大き

いように思われたので，今回はこれを対象にする

ととにした。

日本と斡固との問には，竹島(韓国名「号豆(=

濁島，トクト)J)の領有権をめぐる問題が存在す

る。ヲ柴詰・李光鏑 (2000)は，領有権紛争が日韓

の新聞にどのように描かれているかを，両国それ

ぞれの 4大新聞を対象に， 1996年 l月から 6月ま

での間の記事を精査・比較分析したものであるが，

結論の lつとして， 1争点の提示においても，日本

の新聞は客観報道の規範を守っていたが，韓国の

新聞は一方の意見や主張だけを含んでいる記事を

多く掲載しており，記事の論調にも自国の立場を

擁諮し，相手国を批判する傾向がより強く現れて

いた。 (p.154)Jといった乙とが述べられている。

斡国における領土問題の認識をきわめておお

ざっぱに言ってしまうと， 1トクト=自国領」とい

うことは，一般の斡国人にとってほぼ「常識」で

あり， 1疑いようのない事実」で，異見を差し挟む

余地などない，と考えられている。それなのに日
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本人が領有権を主張するのは，斡国人として納得

がL川主ず，座視できない，ということになる。そ

のため，一般の韓国人における「領土問題」への

関心は，日本人に比べて非常に高L、
たとえば，原・塩田 (2000) において，日本人

と韓国人を対象に世論調査の形で，戦後の日韓関

で社会や国民生活に大きな影響を与えた出来事を

選択肢から 3つ選ぶように尋ねたとごろ， i領土・

漁業権問題」を選んだ日本人は30，2%で， トピッ

タとしては第5位であったのに対して，韓国人で

は64.7%と，もっとも大きな出来事としてとらえ

られていることがわかった(表 3-5)。

また，日韓関係を前進させるために必要だと思

うことを選択肢から 3つ選ぶように尋ねたところ，

「未解決の領土問題を解決すること」を選んだ日本

人は24.6%で，第 6位のトピックであるのに対し

て，韓国人では 52.3%と第 2位であった(表 3-

6 )。

次に，インターネットでの扱われ方について見

てみよう。ここでは， 2000年11月2日に行った検

索結果を材料として話を進める。

日韓ともに， i竹島/トクト問題」を扱うウエブ

サイトがある。ただし，各ウエブサイトを内容別

日締テレビ報道比岐調査研究

に分類している iYahoo!Jを見てみると，日本語

のウエブサイトを索引付けしている iYahoo!

JapanJでは，カテゴリーの下位分類として「竹島」

は設定されていない。つまり iYahoo!JapanJでは，

「竹島問題」を扱うウエプサイトが「分類項目」と

して設定しうるほどのものとは認められていない

ととが分かる。

いっぽう韓国語の iYahoo!KoreaJには「号王

(トクト)Jという下位分類があり，以下のような

ウエブサイトが紹介されている。これ以降，韓国

語については筆者(塩田)による日本語試訳を掲

載する。

r 一一一一一一一一一一ーーーーーーーーーーーーーー、

自然情報〉大柿民国〉キヨンサン北道〉各市郡別

〉ウJレルン郡〉旅行と交通〉トクト

トクトの愛

歴史，自然， J[~f，日漁業協定などに関する資料紹介。

トクトの思い

関連文献資料，背景写真，新聞記事集。

トクト里

トクト守備隊キャラクター，誕生背景と活動シナ

リオ， トクト紛争情報紹介。

表 3-5 日韓関の重大事件

日本人 (%) 韓国人 (%) 

①日本の歴史教科書や慰安婦の問題 43.2 ①領土'祖業縮問題 制 7I 
②ワールドカップサッカー大会共催決定 41.7 ②日本の歴史教科書や慰安婦の問題 51.0 

③金大中投致事刊 37.6 ③在日隣国人差別問題 34.9 

@在日脚国人差別問題 35.2 ④ワールドカップサッカー大会共催決定 30.5 

e領土・漁業権問題 30.2 ⑤日本政府高官の妄百発言問題 25.2 

表3-6 日韓関係前進のために

日本人 (%) 料国人 (%) 

①経済交流・協力を活発にすること 39.2 ①過去の行為に対して，日本がきちんと謝罪するとと 57.7 

②文化・スポーツ交流を活発にする乙と 38.7 ②未解決の領土問閣を解決すること 52.3 

③過去の行為に対して，日本がきちんと謝罪すること 36.4 ③経済交流・協力を活発にするとと 48.6 

④ワールドカップサッカ一大会を成功させるとと 35.4 ④貿易不均衡(逆調)問題の解決 32.4 

⑤在日腕国人差別問題を日本が解決すること 31.2 ⑤在日脚国人差別問題を日本が解決すること 30.5 

⑥未解決の領土問題を解決すること 24.6 ⑥日本が戦後補償を完遂するごと 22.5 
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トクト愛同好会

千里眼ホトクト関連通信同好会として， トクトの l

自然，生態系，四季，歴史，帥日領土紛争，国際 l
判例における領土紛争，東海村名祢問題，関辿写 l
Z年，お初Jめサイト紹介。

プロノマイダーの Iつ。

“ 「日本海Jの帥固での名称。

トクト

地理と自然，義勇守備隊，日本とのトクト領有権

問題など紹介。

トクトはわが領土

領有権論争，抑日漁業協定，東海名称問題など紹

介。

トクトと海洋政策

歴史，生活，自然，海洋政策，

和信，関迎記事など提供。

トクトの真実

トクト入島承認手 1

地理と歴史，日本と隣国の立場，有事紛争司帆l到(
迎資料など紹介。 IE* -i !J .用 。[

・Internet Explorerのことを指すと思われる。 I

サイパートクトドットコム

自然環境，歴史，価値，領有権紛争，トクトを守

る乙と，開発，博物館，文書資料など紹介。

美しい我が島トクト

i 地理，歴史，自然，人物，領有権紛争，時日漁業

; 協定，守備隊など紹介。 IE専用。

.ー目白ーー【【ーーー一一一一ーーーーーーーーーー

また IYahoo!Jap叩 JIYahoo! KoreaJには，あ

るキーワードが文字列として含まれているページ

をすべて検索できる機能がある。これを用いて，

IYahoo!JapanJで索引付けされてL、るもののうち，

「竹島問題」という単語が使われている也のをすべ

て検索してみたところ， 254件であった。

Lミっぽう IYahoo!KoreaJで索引付けされてLミ

るもののうち，ハングJレ表記で「号正吾刈(=トク

ト問題)Jという単語が使われているものをすべて

検索してみたととろ， 1878件であった(図 3-
1 )。日韓の差は大きいと言える。

インターネットはまだまだ一部の人聞が扱うも

のであり，これが世論をそのまま反映していると

は言い難L、。また，日韓両国のインターネット環

墳の速いや， IYahoo!JapanJとIYahoo!KoreaJと

の対象サイト数の違い，検索機能の速い，また実

際に読まれるヒット数の違いなど，精査すべき点

はたくさんある。それらを勘案しでも，上記の結

果はJ領土問題については日本人に比べて韓国人

の方が強い関心を持っているJということの裏付

けの lつとなるように恩われる。

図3ー1 I竹島/トウト問題」を含むウヱブページ数

Yahool Japan 

Yahool Korea 1878 

2000 (件)

(3)日本領か韓国領か

一「帰属」をめぐる表現ー

前掲した予祭詰・李光鏑 (2000)では，新聞の報

道について「日本の新聞は客観報道の規範を守っ

ていたが，韓国の新聞は一方の意見や主張だけを

含んでいる記事を多く掲載しており，記事の論調

にも自闘の立場を擁殺し，相手国を批判する傾向

がより強く現れていた。」ということを結論の 1っ
として挙げているが，これはテレピニュースにも

当てはまるのだろうか。ここではその点に注目し，

ニュース内で，竹島/トクトが「日本領」とされ

ているか， I隣国領」とされているか，あるいは両

方の意見が提示されているか，といったごとを取

り上げることにした。

作業仮説として，次のようなものを考えた。

仮説:

rNHKニュースでは，日本側と腕国側の両方の考

えを提示しているものが多い。

いっぽう KBSニュースでは， ~i{1-国側の考え(=ト

クトは抑図柄milのみを提示しているものが多い。」

調査対象は，時間的制約などから， 92年l月か

ら99年4月分までの NHKIニュース 7J • KBS 
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「ニュース日」とした。

「領土問題」を扱った項目であるかどうかの判定

にあたっては，筆者による個人的な判断ではなく，

両国のコーダーによって「領土問題」関連である

と判定された結果を問いた。その結果，領土問題

関連と判定されたものの項目数は， NHKニュース

で52項目， KBSニュースでは45項目となった。ご

れらを対象として，これ以降分析を進めてゆく。

なおKBSニュースの中には，日本関連の領土問題

として，日本とロシアの「北方領土問題Jを扱っ

たものも含まれている。

分析結果に偏向的な影響を与える乙とのないよ

う，なるべくもとの斡国語を忠実に伝える逐語訳

を心がけた。そのため，結果的に日本語として不自

然な表現が生じている部分もある。

分析にあたっては，対象となるニュースの中か

ら， I領有権・帰属・実効的支配・主権侵害・国土

侵犯・国土防衛・一死守」およびそれに類する表

現が含まれている文を抽出した。そして，それら

について「領有権がどちらのものであると述べて

いるか」あるいは「どちらのものであることが前

提となっているか」を基準にして，分類をおこ

なった。分類の類型は， [自国領][相手国領][両

者主張]の 3つである。

実例をいくつか示す。カッコ内には，そのコメ

ントの発言主体と，放送日を示した。

[NHKニュースの例]

[自国領(日本領)] 

，-ーー司自【ー一一ーーーーーーー一ーーー一一一一可

(しかし日本政府としては，竹島は日本の固有の領土 l
lで品り，純国が船の按岸施設の工事を進めるとして 1

1いるのは，日本の主権に対する侵害だという立場は l

l崩すことは出来ないとして，引き統き隣国側に工事 l

lの中止を求めていく方針です。(アンカー， 96.2.10) r 

』ーーーーーーーー【一一ーーーーーーーーーー--_.1 

[棉手国領(韓国領)]

， -一一一一ーーーーーーーーー一一一ーーーーーーー、

l純国政府はこれまで盟主ヱとエ，歴史的にも国際;

;法上も牒国固有の領土であり，協議の対象にはなら l
!ないという立場をとってきました。

{ナレータ-， 9ι3.13) r 

』ーーーーーー司ーーーーーーーーーー司【ーーーーー」

日斡テレビ報道比較調査研究

[両者主張]

， -ーーーーーーーーーーー--【【【ーーー一一一一一司

l竹島をめぐっては日本と時国が共に領有権を主張し 1

12主主が1 碑国政府は接岸施設に統いて。現在品 1
1る無人の灯台を来年末までに人が常駐できるように(

lっくりかえる工事を進めており，竹島を実質的に管 l

l理する体制を強化しています。(アンカー，併 11的;

』ーーーーーーーーーー一一一一一一一ーーーーーー-" 

[KBSニュースの例]

[自国領(韓国領)]

「一一一一一一ーーーーーーーーーーー----ーー一可
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』ーーーーーーーーー一ー【一一一一一一一ーーーー-" 

[相手国領(日本領)] 

， -ーーーーーーーーーーーー回目白【【ーー一一ーー可

l一方日本のマスコミは，今後腕日両国の漁業交渉で 1

1冷静に協議していくとしても，トクトが日本の領土;

l宝生.2.という点は品くまで固守しなければならない l

lという論調を一斉に展開し，政府の立場を支援して i
lいます。(特派員，侃221);

』ーーーーーーーーーーー町一一一ー一一ーーー】ーー」

これらのコメントで，たとえば l文のなかで

「自国領」であるという乙とが 2回以上示されてい

るものもある。また領有権について強く主張して

いるものもあれば，やんわりと主張しているもの

もある。こうした問題についても本来は考慮する

べきなのだが，今後の課題としたい。

なお，文中に「領有権」などの単語が出ていて

も，その「帰属」について明確に述べていないも

のについては，対象外とした。例えば次のような

ものである。

[NHKニュースの例]

， -ーーーーーー一一一ーーーーーーーーーーーーーー司

112皇2盟宜盤盟恩がからんで難航している日本と綿l
l困の新たな漁業協定をめぐる交渉で，政府は高村外 1

1務政務次官を再度I;VI固に派逃しました。 r

(アンカー，侃124);

』ーーーーーーー一一ーーーーーーーーー--【ーーー」
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[KBSニュースの例]

，-ーーーーーーーーーーー【ーーーーーーーーーーー『

lきょうの，J，刊をきっかけとして，上之盟笠査盤盟 1

1堕をめぐる勝目両国岡の摩擦は再び拡大するものと l

lみられ，いま進められている掛他的経済水械のため l

lの交渉判(喋実務会談色難航しそうです。 l 
(特派員， 97117);

L 一一一一ー-ーー-ーーーーーーーーーーーーーー四 A

(4) I帰属J表現の分析結果

表3ー7abc'3 -8abは，上記の方法に従って

分類したものの全件である。 NHKニュースでは

[両者主張]が20件ともっとも多くなっている。そ

して[自国領(日本領)](16件)と[相手国領(隣

国領)](12件)もそれぞれ同程度の数字になって

いる(図 3-2a)。

いっぽう KBSニュースでは.[自国領(韓国領)]

(12件)が[相手国領(日本領)](4件)に比べて

圧倒的に多く.[両者主張]は I件也現れていない

(図 3-2b)。

用例が大量には得られなかったので判断にあ

たっては慎重であるべきだが.i竹島/トクト=自

国領」とするコメントの割合は.KBSニュースが

NHKニュースに比べて非常に大きい，と言うこと

ができるだろう。当初の作業仮説 (P.128)は，ほ

ぽ証明されたと言える。
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表 3-7a NHKニュースにおける「帰属」 ー「自国領J(16件)ー

① 日本と純国が領有権を主張している蜘日本海の竹島に，純国が船の接岸施設の建設を逃めるとしているととにつきま

して v 外務省の加斑アジア局長は，きょう純国大使館のキム ヨンギュ公伎と会談し，竹島は日本固有の領土であ

り，きわめて遺憾だと抗識しました。 (アンカ-， 96.2.9) 
'この「日本と脚国が領有櫛を主張している」は。「両者主張」円墳でカウン卜

② =れに対し加勝アジア局長は.r歴史的にも国際法の上からも竹島が日本固有の領土で品るごとは明白だ。牌国が日

本の同意なしに按岸施設の建設工事を行うのは日本の主権の侵害でありきわめて逃憾だ。工事をただちに放棄する

とと也に，隣国が竹島の不法占拠をやめて 1全てのl:I!逃物や施設を撤去するよう要求するjと厳しく抗議しました。

(ナレーター， 96.2.9) 

③ この問題で池田外務大臣はきょうの附識の後の記者会見で，日本の主権を侵す也ので許すことはでき立い，と述べ

ています。 (ナレーター， 96.2.9) 

④ ところが日本海の竹島に腕国が船の接岸施設の工事を進めている問題をめぐって，日本が竹島は日本固有の領土だ

と改めて主張したととに純国が反発を強め，きょう午前，品さって 12日に予定されていた与党訪問団とキム・ヨ

ンサム大統領との会談を取り消すことを発表するとともに，外交ルートを通じて今回の訪問を延期するよう日本側

に{云えてきました。 (アンカー， 96.2.10) 

⑤ しかし日本政府としては，竹島は日本の岡有の領土で晶り，純国が船の按岸施設の工事を進めるとしているのは，日

本の主権に対する侵害だという立場は崩すことはできないとして，引き統き隣国側に工事の中止を求めていく方針

です。 (アンカー， 96.2.10) 

⑥ 自由民主党の加藤幹事長は 1 池田外務大臣が竹島は日本の領土だと発音したことに反発して，側国側が与党3党の

代表団の訪問延期を求めたことについて，意見の対立があるからこそ話し合う必要があると述べて，腕国側の対応

を批判しました. (アンカー， 96.2.12)

⑦ J;if{.国では日本政府が改めて竹島の領有櫛を主張したことに対する反発が強まっており，隣国の日本大使館前では，辿

日日本政府の主張の撤回を求めるデモがおこなわれています。 (アンカー， 96.2.12)

③ また抑国の腕日識員迎聞はきょう声明を発表し，竹島は日本の固有の領土だとする池田外務大臣の発言を取り消し，

i;if{.国国民に謝罪をするよう求めております。 (アンカー， 96.2.12) 

⑨ 純国側は今月 8日，竹島に按岸施設の建設を逃めると発表L-，とれに日本側が主権の侵害だとして抗議し，帥国側

に工事の中止を求めていました。 (ナレーター， 96.2.13) 

⑩ はい，日本としましてはですねえ，竹島にしましてもそれから尖悶諸島にしましても，いずれにしても日本固有の

領土で品ると，だから己れらの島を;基単にして 200海里水域を設定したいというのが日本の基本的な立場ですね。

(記者， 96.2.20) 

⑪ しかし最近日本側が竹島の領有摘を改めて主張したことで，牌国国民の対日感情は悪化しています。

(特派員， 96.2.20) 

⑫ このツアーについて外務省の橋本外務報道官はきょうの記者会見で，もし観光ツアーが実現し日本の国民が参加す

るごとになると 1 竹掲を日本岡有の領土と主張している日本の立場と相入れない也のとなる，この日本政府の基本

的立場を国民の方々に理解していただけるよう期待していると述べ，日本人の参加の自蹴を求めました。

(ナレーター， 96.3.8) 

⑬ これについて外務省の加藤アジア局長がきょう，腕固のキム・ヨンギュ公伎を11手び，竹島は日本の領土だという日

本の基本的立場を重ねて伝えたうえで，このよう立剖画が策定されたごとは遺憾で晶り撤回して也らいたいと述べ

ました。 (ナレーター， 97.6.2) 

⑪ 「日本の立場は，従来から，竹島は日本固有の領土。」 (村岡官房長官， 97.11.6) 

⑮ これについてきょうの自民党の総務会で江藤元総務庁長官は 1 国土の侵犯は固としての基本的な問題だと述べ， (~ 

)1'前建設大臣也政府として毅然とした対応が必要だと発言しました。 (ナレーター， 97.11.7) 

⑪ また参議院自民党の村上幹事長は.rこのまま見過しておけば日本カ5竹島を放棄したと受け取られてしまう。国辿に

提訴すべき問題だ」と述べました。 (ナレーター， 97.11.7) 
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表 3-7b NHKニュースにおける「帰属」 ー「相手国領J(12件)ー

① 会談でキム公使は「工事は正当な主権の行使だ。隣国の囲内問題について日本が発言するのは，内政干渉であり，大

変巡憾だJと述べました。 (ナレーター， 96.2.9) 

② 竹島問題をめぐって閲かれた料国の国会の統一外務委員会でコン外相は，腕図の正当な主継を行使して竹島で船の

按岸施設の工事を予定通り進めていく考えを明らかにしました。 (ナレータ-， 96.2.13) 

③ これに対しまして，純国あるいは中国がもし同じように2∞海里水械を，自分たちの領有権を主張してそれを也と

に設定したとなりますと，竹島の周辺ですとかあるいは尖悶諸島の周辺で水域が虫複してしまうことになります。

(記者， 96.2.20) 

@ (隣国のコン・ロミョン外相が2∞海里水械を設定する方針であると発表した際，脚国人記者は竹島を1iIi点に水域の

線引きをするのかと再三質問しました。)コン外相は竹島は牌国岡有の領土で晶ると確認しましたが質問には明確に

答えませんでした。 (記者， 96.2.20) 

⑤ チュ建設交通相は竹島の接岸施設について 1 漁民や観光客の便宜をはかるとともに，国土を防衛する為に工事を早

める方針だと延べました。 (ナレーター， 96.3.6) 

⑥ 聯国政府はこれまで竹島について，殴史的に也国際法上も胸囲固有の領土であり 1 協識の対象にはなら立いという

立場をとってきました。 (ナレーター， 96.3.13) 

⑦ 人が常駐すれば，竹島が綿国領であるという胸囲側の主張を既成事実化することに也つ立がりかねないだけに，来

年 1月末の日制首脳会談でも論議されることになりそうです。 (ナレーター， 96. 12. 12) 

③ これに対してキム公伎は，竹島は料国の領土だとする胸囲の立場をあらためて示した上で，日本の申し入れについ

て本国に伝えると述べました。 (ナレーター， 97.6.2) 

⑨ この問題については3候補とも竹島は神国固有の領土と主張していますが，イ・フェチャン候補は与党を代表する

立場から最も強硬な姿勢を示しました巴 (特派員， 97.8.22) 

⑩ 「竹島は我々の領土だ。J(字幕) (イ・フェチャン4員有n，97.8.22)

⑪ 「庇史的資料からみても料国の明確立領土で品り，そこに施設を建設したことを日本が非難するのは理解できない。」

(字幕) (イ・フェチャン候補， 97.8.22) 

⑫ 日制?の新しい漁業協定をめぐって，腕固では野党ハンナラ党が 1 竹島・牌国名でトクトに関する抑国の領有権を晶

いまいにしているとして批准を拒否したため，与党が単独で採決した経紳があります。 (ナレーター， 99.2.5) 
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表 3ー7c NHKニュースにおける「帰属」 ー「両者主張J(20件)ー

① 日本と緋図が領有権在主張している日本海の竹島に 1胸囲が船の按岸施設の建設を逃めるとしている ζ とにつきま

して，外務省の加勝アジア局長は，きょう純国大使館のキム・ヨンギュ公使と会談し。竹島は日本国有の領土であ

りへきわめて遺憾だと抗議しました。 (アンカー， 96.2.9)
-この「竹島は日本岡有の領土であり」は， r自国領」の項でカウント

② 料固では日本との聞で領有権をめぐって外受問題となっている日本海の竹島を，新たな観光地とすることを剖闘し

ていまして，来週竹島の観光ツアーが初めて行なわれることになりました。 (アンカ-， 96.3.8) 

③ 次に，日制両国の聞で対立している竹島の領有縮問題について，隣国は 34年前の日本との国交正常化交渉のなか

で，第三国の調停にゆだねることを提案していた，と抑国の辿合通信がきょう伝えました。(アンカー， 96.3.13)

@ 日本と抑固が共に領有J怖を主張してる竹島をめぐって， j;({~国政府が島にある無人の灯台を人が常駐できるものと造
り替える方針を決め，来年度の予算にもー古{Iを計上していることが明らかに止りました。(ナレーター， 96.12.12) 

⑤ また両国がともに領有椴を主張している竹島の問題について両首脳は，それぞれの竹島の領有権をめぐる主張を述
ベ合った上で，との問題で日牌の友好協力関係を損なってはならないという瓶識で一致し， 200海里水域の線引き
交渉や，新たな漁業秩序を梢築するためのi!.(業協定の交渉を促進していくことを確認しました。

(アンカー， 97. 1. 25) 

⑥ また双方がそれぞれ領土だと主張している竹島の問題では，柿本総理大臣が「この間閣で日郎関係，日脚両国の友

好関係全体をf目立うべきではなpJという考えを伝え，キム・ヨンサム大統領も同意しましたが，純国が竹島にふ
頭の建設を進めていることには言及はなく，新たな漁業協定のlii!結問題色合めて，今後も解決に11寺聞がかかりそう

です。 (記者， 97. 1. 25) 

① 日本と純国がともに領有権を主張している竹島に，隣国政府が人が常駐できる灯台などを建設する計画を発表した

ことについて，政府はきょう脚国側に対1..-，竹島は日本の領土だとして正式に池憾の意を伝え， o!"i函の撤回を求め
ました。 (アンカー， 97.6.2) 

③ 日斡で領有稲を争う竹島。 (特派員， 97.8.22) 

③ ~({~国側が竹島を隣国の領土として 2∞海里を決めるよう主張しているのに対して，日本側は竹島の領有権問閣の現
状を変える乙とは認められないとして識論は平行線のままで，今回の協識でも 200ilii里水域の決め方についての国
際法の解釈をめぐって双方の主張の隔たりが大きく，改めて協議するごとになりました。

(ナレーター， 97. 11. 4) 

⑩ 日本と胸囲の双方が領有権を主張している竹島に，料国政府が建設を進めていた按j宇施設がとのほど完成し，きょ

う完成を祝う式典が行なわれました。 (アンカ-， 97.11. 6) 

⑪ 竹島をめぐっては日本と純国がともに領有権を主張していますが，腕国政府は按岸施設に統いて 1 現在晶る無人の

灯台在来年末までに人が常駐できるように造り替える工事を進出ており，竹島を実質的に管理する体制を強化して
います。 (アンカー， 97.11.6) 

⑫ 日本と ~11図がともに領有権在主張している竹島に，料国側が接岸施設を建設した問題について，きょう閲かれた自
由民主党の総務会で政府の厳しい対応を求める意見が相次ぎました。 (アンカー， 97. 11. 7) 

⑬ 日本と帥国の新しい漁業協定をめぐる交渉は，両国が領有摘を主張している竹島周辺について，両国のf商船が操業

できる水域とすることで合意したものの 1 その範囲をめぐって主張が対立し，去年暮れの日締外相会談でも対立は
とけませんでした。 (アンカー， 98. 1. 23) 

⑬ 新しいi商業協定の交渉は双方が領有権を主張している竹島周辺の泊船の操業縮図をめぐる対立から，今年l月に日

本側が交渉を打ちきって中断しています。 (ナレーター， 98.4.8) 

⑬ 200海里水域の設定に伴う日腕の新しい漁業協定の締結交渉は，両国が領有権を主張している竹島周辺での瞥定水

城の性格や範囲を巡る対立から今年1月に中断していましたが，先月の日腕外相会談で交渉の再開を合意したのを
受けて，きのうから東京で実務担当者による交渉を再開し，きょう夕方まで協議を行いました。

(アンカー， 98.4.30) 
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⑬ 日本と嶋田の新しい漁業協定の締結問題は，両国が領有権を主張している竹島周辺のi!.(1船の操業範囲を巡って意見

が対立し，ことし 1月日本政府は現行の協定を破梁!.-，いったん交渉を打ちさることを決め実際に協定が効力を失

う来年 1月を期限に，交渉のやり直しを仰国側に働きかけてきました。 (アンカー， 98.6.29) 

⑫ 新しい日脚漁業協定は，両国が領有権を主張している竹島周辺に共通の漁場となる官定水域を設け，共同で資源管

理を行うことや，岡国の200海里水域では相手国の拙船に対する取り締まりや操業規制を実施すること，などが感

り込まれています。 (ナレーター， 98.12.11) 

⑬ その一方で，基本合意では双方が領有権を主張している竹島の周辺などは当分の間，領有縮問題を棚上げし，両国

の共通の漁場となる瞥定水域を設けることを決めました。 (アンカー， 99. 1. 21) 

⑬ そしてですね， 2つ固なんですが，双方が領有権を主張する竹島の周辺などに共通の漁場となる瞥定水域を設けた

ことなんです。 (記者， 99. 1. 22) 

@ 双方が領有権を主張する竹島の周辺など共通の漁場となるI宙定水域を設けることがこの聞の協定で決まっています。

(アンカー， 99.2.5)

表3-8a KBSニュースにおける「帰属」 ー「自国領J(12件)ー

① トクトが壬辰倭乱以前に也われらの領土で晶ったことを確認させる，囲内で最も古い地図が発見されました。

(アンカー， 93. 12. 7) 

② われわれの領土で品るトクトにわが国が船舶の接岸施設を建設したととに関連し，きのう日本政府が抗議をしたの

に統いて，きょう明け方には日本の右翼背年が大阪の脚国総領事館に火炎瓶を投げつけて走り去りました。

(アンカー， 97.11.7) 

③ (しかし，われわれの政府の立場は非常に断固としています。)われらの岡有の領土をどのように活用しようと，日

本が干渉する問題ではないという立場です。 (アンカー， 97. 11. 7) 

④ 按岸施設が完成したのにと也なってきょう，キム・ヨンサム大統領みずからが押悲して，トクトがわれわれの固有

の領土であることを明らかにする記念碑の除幕式がおこなわれました。 (記者， 97.11.7) 

⑤ トクトが歴史的にも国際法的に也われわれの領土であり，実効的に支配している以上，接岸施設の建設は領土主権 l

と管轄権の正当な行使である，というのが政府の断固たる立場です。 (記者， 97. 11. 7) 

⑤ 「日本政府が，大柿民国の領土で品るトクトに対して，一度と問題を提包しないことを強力に促します。」

(イ田ギュヒョン外務部スポークスマン， 97.11.7) 

① 外務部は継続的かつ平和的立トクトに対する実効的支配のために，きょう日本で起きた火炎瓶投げこみの企ては111

に一過性のハプニングによるもので品るとしながらも，ひとまずオダノ駐輪日本大使代理を呼んで，これに対する

われわれの政府の深い巡憾の意を伝えました。 (記者 ，97.11.7) 

③ 新しい漁業協定では，トクトの領有権問題を明市しておらず，われわれのトクト領有権に対する日本の議論の余地

を残してしまいました。 (アンカー， 98.9.25) 

③ 政府はしかし，わが国の実効的なトクト支配精を日本側が事実上認めたものであるとして，トクトの位置づけには

何らの変化も品りえないとする立場を明らかにしました。 (アンカー， 98.9.25) 

⑬ 政府はこれにしたがい，新漁業協定が，われわれがこれまで維持してきたトクトの実効的支配はもちろん，トクト

の位置づけに何らの影響も及ぼさないことになったと強調しています。 (記者， 98.9.25) 

⑪ しかし，のト3町1長FtE永を久も保た存ら会すな可ど能一性部ものあ民る間と団明体らには， トクトの領有権を明確に!.-t.J:かったことは国際法上われわれ
の領有権 かにしており，日本が新協定を糠拠として意図的な紛争を引き起ご

す可能性にも徹底して備えてゆかなければならないという指摘があります。 (記者， 98.9.25) 

⑫ ハンナラ党はきょう午前，国会議員会館大会議室で，トクト死守と料日漁業協定批准同意案の無効化を促す決超大

会を聞きました。 (アンカー， 99.1.21) 
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表 3-8b KBSニュースにおける「帰属」 ー「相手国領J(4件)ー

① 乙のときから日帝はわれれの東海を日本海と主張し， トクトを竹島と主張します。 (記者， 95.9.27) 

② (;:れに閑辿して，日本政府消息筋は，漁業と領土問題を分離したとしても， 20日海里の境界線設定問題が結局領土
問題に帰着1.-，漁業協商は難航するだろうと予想しました。)トクトが日本の領土であるという立場から v領海の境
界線をトクトとウルルン島の聞にするという方針に固執する限り 1牌固との妥協は難しいという判断による也ので
す。 (特派員， 96.2.21) 

③ 一方日本のマスコミは一斉に，今後抑日 2回附の漁業協商で冷静に協議してゆくが，どこまでもトク卜が日本の領
土であるという点は固守しなければ止らないという論調を展開し，政府の立喝を支援しています。

(特派員， 96. 2. 21) 

@ トクトに対する日本側の領有権主張によって引き起とされた仰日関係の樋暴状況に照らしてみると，意外の進展だ
と言うことができます。

(5) ["抗議」か「反発」か

乙こからは， i抗議Ji反発」ということばの現

れ方を中心に話を進める。

竹島/トクトは両国が領有権を主張しているた

めに，これについて一方の国が何らかの行動・言

動をしたとき，他方の国が抗議・反発をする，と

L、うことが起乙りやすい。以下では，このような

問題がどのように言語化されているか，について

考察する。

分析にあたっては，対象となるニュースのうち，

「抗議・反発(す4・吐電 )Jおよびそれに類する

表現が含まれている文を抽出した。そのほかの詳

細は，前述 i(3) 日本領か韓国領か」と同様であ

る。以下に実例を示す。

[NHKニュースの例]

， -ーーーーー一一一一ーーー【ーーーーーーーーーー、

l隣国側は今月 8日，竹島に接岸施設の建設を進める l
lと発表し，これに日本側が主権の侵害だとして盤 1

1し， ~時国側に工事の中止を求めていました。 I

(ナレーター，部 2ω;
，ーーーーーーーーーーー一一一ー【ーーーーーーーー」

[KBSニュースの例]

， -ーーーーーーーーーーーーーー一一一ー司ーーーー、

lわれわれの領土であるトクトにわが国が船舶の接岸 1
1施設を建設したことに閥辿し，きのう日本政府が盆(

l 益をしたのに統いて，きょう明け方には日本の右翼 l
l背年が大阪の純国総領事館に火炎瓶を投げつけて走 l

lり去りました。(アンカー197117)l
， -一ーーーーーーーーーーー一一一ー【ーーーーーー」

(アンカー， 96.2.28) 

(6) ["抗議・反発」についての分析結果

まずKBSニュースについては，今回対象とした

範囲で該当するものは， 5件しか得られなかった

(表3-9)。

それぞれを詳しく見てみると，①と②は「市民

が政府に抗議・非難」していることを伝えており，

③は「斡国側が日本側に抗議J，④と⑤は「日本側

が隣国側に対して抗議」していることを伝えてい

ることがわかる。

今回対象としたニュースからは，このたぐいの

表現を含む文はあまり見られなかった。では，同

様の状況の場合にどのような表現をしているかと

いうと，たとえば次のようなものがあった。

[KBSニュースの例]

1香潜主権委誠式行事参府のために香港を訪問してい l

lるユ・ジョンハ外務長官は，きょう池田日本外務大 1

1臣と舗をもち，日本側がI峨酬に沿って一方的 l

lに宣布した領海で，われわれの淵船をだ捕したこと l

lについて，遺憾を表明し，抑留されたわれわれの船 1

1員を即刻釈放せよと促しました。ユ長官はまた，両;

;国間の合意ができるまで， u峨酬にl珂辿する法令 l
t実施は保留せよと要討しました。(アンカー， 97.7. 1) I 

L 一一ーーーーーーーーーーーーーーーーーー一一一-， 

いっぽう NHKニュースでは，該当するものとし

て23件が得られた。これらを， iだれがだれに対

して抗議・反発しているかJを車111として分類した

(表3-10abc)。
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表 3-9 KBSニュースでの「抗議・反発」

① 政府は当初関辿国聞の協議を通じて，東海を日本海と表記することに了解したが， [非難]世論が激しく起とると方

~I を変え，どんな文書で品れ日本海と表記された文書は受容しないことを明らかにしました。(アンカ-， 94.9.9) 

② 東海を日本海と表記することについて政府が了解したという事実が明らかに立り，外務部にはきょう一日じゅう市

民の[抗織]の電話が相次ぎました。 (記者， 94.9.9) 

③ (日本が崎国の泊船をだ捕したことについて)不法にだ捕し，これに対して[抗議]する悪循環がしばらく繰り返さ

れるのではないか 1 憂慮されます。 (特派員， 97.7.2) 

④ われわれの領土で品るトクトにわが国が船舶の按岸施設を建設したことに閑辿1.-，きのう日本政府が[抗議]をし

たのに統いて，きょう明け方には日本の右翼背年が大阪の胸囲総領事館に火炎瓶を投げつけて走り去りました。

(アンカー， 97.11. 7) 

⑤ 日本の柿本総理はただちに胸囲総領事館火炎瓶投げごみ1]1刊に対し池憾の語、を去しましたが，きょう一日じゅう 1束

京の牌国大使館主ど日本国内の糾国政府機関の周辺では，トクトの接岸施設建設に[抗議]する日本の極右団体に

よる激しいデモが行われました。 (特派員， 97.11.7) 

まず表 3-10a i日本が韓国に対して」を見る

と， i抗議」が B回， i反発」が l回， i批判」が 1

回， i非捕tJが l回現れている(⑥で[抗議]が2

回出ているため，全部の合剖は 11聞になってい

る)。いっぽう表 3ー 10bi純国が日本に対して」

を見ると，すべての場合 (12回)で「反発」が使

われている(図 3-3ab)。つまり，日本が主体と

なって起乙す行動は「抗議」であり，韓国が主体

となって起乙すものは「反発」である，という使

い分けがなされていると言える。

ここで， i抗議」と「反発」という乙とばの違い

について見てみよう。
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(と。また，その通知。(以下略)

;反発・反挽

1 ①はねかえすこと。はねかえること。また，他人 l

:の言動などに反抗して，うけつけないこと。負けず l
lに反抗すること。(以下略)

以上『日本国語大辞典J(第1版)小学館 1

c _ーーーーーーーー--【ーーー一一一一一一ーー-" 

中型辞典の『新明解国語辞典』の語釈を見ると，

「抗議」とLミうものは， i相手の言動が不当である」

乙とが前提になっている，と言える。つまり， Aが

Bに抗議する場合， AがBのことを「不当である」

と認定していることが含意されていることになる。

いっぽう「反発」には，相手の言動が不当である

(と思っている)かどうかは示されておらず， iそ
のまま受け入れる気にならないで，反抗するとと」

となっている。つまり，相手の意見が正当であっ

ても，自分がそれを受け入れる気にならなければ，

「反発」できるととになる。

また大型辞典の『日本国語大辞典』では， i抗議」

の用法としてJ他国の行為に対して反対であるこ

とを玉造ζ通知する」ことが挙げられている。

以上の記述を総合すると， 2園聞における「抗

議Jは， i相手が不当で自分が正しい」ごとを正式

に通知する行為である，と言うことができる。

いっぽう「反発」は，相手の言動が正当であれ

不当であれ，それを受け付けずに反抗する行為で

ある，と言うことができる。
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図 3-3a 日本が韓国に 図 3-3b 韓国が日本に

表 3-10a NHK二ユースでの「抗議・反発」一日本が韓国に対して (10件)ー

① 日本と隣国が領有櫛を主張している日本海の竹島に，榔国が舶の接岸施設の建設をJAめるとしていることにつきま

して，外務省の加藤アジア局長は，きょう腕国大使館のキム・ヨンギュ公使と会談し 1 竹島は日本固有の領96土.2で.9品~I
り，きわめて辿憾だと[抗議]しました。(アンカー，

② これに対し加藤アジア局長はJ庇史的に也国際法の上から也竹島が日本回有の領土であることは明白だ。腕国が日|
本の同意なしに接岸施設の建設工事を行うのは日本の主格の侵害でありきわめて遺憾だ。工事をただちに放棄する
とともに，時国が竹島の不法占拠をやめて，全ての建造物や施設を撤去するよう要求する」と厳しく[抗議]しま
した。 (ナレーター.96.2.9) 

③ 自由民主党の加藤幹事長は，池回外務大臣が竹島は日本の領土だと発言したことに反発蜘して， j;iI~国側が与党 3 党の
代表団の訪問延期を求めたことについて，意見の対立があるから=そ話し合う必要が晶ると述べて，帥国側の対応
を[批判]しました。 (アンカー.96.2.12) 
-この「反発Jについては.r叫国が日本に対して」の項でカウント

@ 純国側は今月 8日，竹島に接岸施設の建設を進めると発表し，これに日本側が主権の侵害だとして[抗議1[."腕
岡市制に工事の中止を求めていました。 (ナレーター， 96. 2. 13) 

⑤ きょう聞かれた自由民主党の総務会で，領有摘をめぐって跡周と対立している竹島や，中国と対立している尖悶諮
島の岡周が取り上げられ，隣国平中国に対[."もっときちんとした形で[抗議]すべきだといった政府の対応への
不満が相次吉ました。 (アンカー， 96.2.16) 

⑥ きょうの総務会で出席者からは竹島の近海で純国が軍事演習を行ったととに対[.，J外務省はきのう料国の駐日大使
に電話で[抗議]したというが電話で済む問題ではない。外交のルールに乗っ取ってきちんと[抗議]すべきだ。竹
島では斡国側が舶の按岸工事を進めており，竹島問題は国際級争として回目軍的な調停の場に提訴すべきではないか」
といった政府の対応への不満が相次ぎました。 (ナレータ-， 96.2.16) 

⑦ 新しい経済水域の設定を巡って再び争点として浮上し，一昨年から胸囲が港湾施設の建設剖画を進め始めたごとか
ら，日本が[反発]しています。 (特源員， 97.8.22) 

③ 「歴史的資料からみても胸囲の明確な領土であり，そごに施設を建設したことを日本が ["1雛]するのは理解できな
い。J(字幕) (イ・フェチャンi員有s，97.8.22) 

③ (接岸施設完U成に対して)r政府としてはしかるべくレベルでですね， [抗議]を行いたい。J
(村岡官房長官， 97.11. 6) 

⑬ また外務省の柳封事務次官は，きょう夕方， ~"j国のキム・テジ駐日大伎を外務省に呼び，今回の行動はきわめて逃
憾であると[抗議1[."すべての建造物を撤去するよう求めました。 (アンカ-， 97.11. 6) 
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① 

② 

③ 

@ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

③ 

⑨ 

⑬ 

。
⑫ 

表 3-10b NHKニュースでの「抗競・反発」ー韓国が日本に対して (12件)ー

これに対し純国政府は，外務省スポークスマンの戸明を発表し，これまでも日本の主張は受入れられないという立

Itlを堅持してきたが 1 今後もこうした立場に従って，断固として対処としていく考えだと指摘し，池田外務大臣の

発言に強く[反発]しました。 (ナレーター， 96.2.9) 

日本政府は今の国会で，国迎海洋法条約を批准し，これにとも立ういわゆる 200海里水域の全而的な設定をめざし|

ており，今後竹島の領有権や周辺水域での漁業問阻止どをめぐって， ~W国側の[反発]は避けられない'tìU勢です。
(ナレーター， 96.2.9) 

次に，与党3党の政策費任者は，品すから純国を訪れる予定でしたが，竹島の領有権をめぐる日本の主張に，牌国

が[反発]を強めていることから紡悶を延期する方向で検討に入りました。 (アンカ-， 96.2.10) 

ところが日本海の竹島に隣国が船の接岸施設の工事を逃めている問題をめぐって，日本が竹島は日本国有の領土だ

と改めて主張したことに榔国が[反発]を強め，きょう午前 7 あさって 12日に予定されていた与党訪問団とキム・

ヨンサム大統領との会談を取り消すことを発表するとともに，外交ルートを通じて今回の訪問を延期するよう日本

側に伝えてきました。 (アンカー， 96.2.10) 

与党としては今夜自民党の山崎政務調査会長ら， 3党の政策責任者が会談して協議することにしておりますが，腕

国側の[反発]が強い乙とから，隣国訪問を延期する方向で検討に入りました。 (アンカー， 96.2.10) 

乙の問題は日本政府が沿岸200海里以内の水産資源や鉱物資源に日本の排他的な権利を認める200海里水域を設定

する方針を決めたことから，胸囲政府が竹島の帰属をめぐって[反発]を強めているものです。

(アンカー， 96.2.10) 

自由民主党の加藤幹事長は，池田外務大臣が竹島は日本の領土だと発言したことに[反発]して，制国側が与党3

党の代表団の訪問延期を求めたことについて，意見の対立があるからこそ話し合う必要があると述べて，料国側の

対応を批判*しました。 (アンカー， 96.2.12) 

-この「批判jについては， r日本が脚固に対してJの項でカウント

聯固では日本政府が改めて竹島の領有権を主摂した乙とに対する[反発]が強まっており，帥図の日本大使館前で

は，辿日日本政府の主張の撤回を求めるデモがおこなわれています。 (アンカー， 96.2.12) 

竹島の領有権をめぐる日本の主張に岬国が[反発]を強めている問題で，池田外務大臣は閣僚懇談会で「この問題

で日抑両国の友好をくずしてはならず，冷静に話し晶いをしてゆきたL、」と述べて，各悶僚の強力を求めました。

(アンカー， 96.2.13) 

日本が国辿海洋法条約に基づいて200海里水城を設定することに対しては，竹島平尖悶諸島をめぐって，日本との

問で領有権問題がある料国や中国が[反発]するととは避けられない見通しで，政府としては漁業権や海底資源な

どの経済的な権益の問姐については，領有橘の問題と切り雌したかたちで，今後胸囲や中固と交渉していく方針で

す。 (アンカー， 96.2.20) 

また料国側には，日本が現在の漁業協定の破棄を通告し交渉を一端中断したごとに対して[反発]が根強く l 再開

された交渉也難航が予怨されます。 (記者， 98.4.29) 

しかし，牌国の棉船が日本の水域でズワイガニなどをとる場合に，底刺し網泊やかご漁といった漁訟を禁止するよ

うに日本側が強く求めているのに対し，純国側が受け入れられないと[反発]しています。

(アンカー， 99. 1. 21) 

表 3-10c NHKニュースでの「抗鵠・反発」ー韓国市民が韓国政府に対して(1件)ー

(キム・デジュン大統領に対して)その一方，綿圏内では元従軍是安姉に対する日本政府の対応や，竹島の領有権な

ど懸案を棚上げしただけでは在L功ミとI反発]する戸が根強く品ります。(特派員， 98.10.6)
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(7)この節のまとめ

0領有権に関して

NHK 

「日脚双方が領有権を主張している」とするもの

が大勢を占めている。

E包S

「トクトは斡国領」とする表現が多い。

or抗議・反発」について

NHK 

日本が斡固に対して「抗議Jl..-，斡国が日本に対

して「反発」する，という単語のiil!¥ミ分けがなされ

ている。

E包S

今回の対象範囲では少しの例しか採集されなかった。

これまで見てきたように，韓国のニュースでは

「トクトは韓国領Jというごとを明言することで，
せっ j 

自国側の考えを直裁に表現しているのに対して，日

本のニュースは， i抗議」と「反発」とLミう単語を
えん

使い分けるごとによって，自国側の考えを腕曲に
せっ

示している，と言うことができるだろう。「直械」と
えん

「腕曲」とL、う遣いは，領土問題関連ニュースとL、

う今回の調査対象から偶発的に得られたものでは

なく，両国の国民性の速いに深く根ざしているも

のとも考えることができるが，今後の課題とした

L、。

日韓両国の焚流の機会は，今後増えこそすれ減

ることはないであろう。それにあたって， i自国に

対する背景知識として，相手はどんな知識を持っ

ているかJi相手はどんな習慣を持っているか」と

いうことを相互に認識しておくことが非常に重要

である。

日韓の番組共同制作や，機械翻訳の進展による

日斡相互番組の同時通訳視聴が今後一般化した場

合，ごとで取り上げた「ことば」の問題は間違い

なく焦点となってくるだろう。「相手のととばJあ

るいは「相手の表現習慣」に関する知識が不足し

ているために無用の混乱をもたらすことは，避け

なければならな1'0 i似ているようで違う日韓文

日脚テレピ報道比史調査liJf究

化」を，つぶさに検討しておくととが急務である

と感じている。

引用文献
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「日本と牌国の領有権紛争に関する新聞報道の内容分

析H腔1!w.義塾大学メディアコミュニケーション研

究所紀要JN 0.50， 2000.3 

・原由美子・堀田雄大 (2000)

「相手国イメージとメディア~日本・胸囲・中国世論

調査からーJr放送研究と調査J2000.3 

・三上俊治 (1988)

「放送メディアの内容分析 その方法論的考察ー」

『放送学研究J38 1988.3 
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第4章 ニュースによる相互理解
の促進

ここからはニュースにおける相互理解を促進す

る要因についてみていこう。前述のように相互理

解を，i相手国やそこに住む人々のくらしぶりや考

え方について，また両国間の解決するべき問題に

ついて知ること」と定義した。そして，相互理解

を促進するとは，i結果として人々のその知識を増

やしたり，知識への意欲を高めること」とした。乙

乙でいう促進要因とは，相互理解を深める具体的

なニュースの内容 (content)のことである。

そ乙で，ここでは「日韓の協力を訴えるニュー

スJと， I文化・くらし関連ニュースJの2種類の

ニュースについて分析する。というのは，日韓の

協力を訴えるニュースでは，何について協力する

のか，協力してめざすものは何かについて拙かれ

ており，こうしたニュースは，解決するべき問題

のあるごとを人々に知らせるのに役立つからであ

る。また，文化・くらし関連ニュースはテー?と

して，相手国やそこに住む人々のくらしぶりや考

え方を伝えているため，人々に知識を伝えたり，

人々の知的な好奇心を起こすのに役立つからであ

る。まず，協力関係を訴えるニュースについてみ

てみよう。

第 1節協力を訴えるニュース

(1 )日本共同事業と懸案解決

日本のニュースで，日本と韓国のあるべき関係

として協力関係を伝えるニュースのテーマは，主

に歴史認識問題，朝鮮半島統一問題，ワーJレド

カップサッカ一大会共催問題，慰安婦問題，回線

経済協力問題，であった(図 4ー1)。ごのうち統

一問題，ワールドカップサッカ一大会共催問題，

日韓経済協力は共同事業といえる。他方，歴史認

識問題，慰安婦問題は，日本が韓国の理解を得て

解決したい懸案であり，韓国の協力が不可欠な課

題であった。

図4ー1 あるべき関係として協力関係を伝えるニュース
(筒題テーマ~[J/日本) (重複分類)

(有意差水準日9.5%以上)

歴史認融問題

日韓程清協力問題

〈協力関係を伝えるこユース〉

NHKニュース 96fJ'-6月3日

W杯に向け積極的話し合いを

(キャスター)

隣国のキム・ヨンサム大統領は，きょう，ソウル

を訪れている新進党の中野外交担当らと会談し，

2002年のサッカーのワールドカップの成功にむけて

共同開催国である日本と隣国が積極的に話し合って

いくべきだという考えを強調しました。(中略)

(リポーター)

この中で中野氏らは，サッカーのワーJレドカップ

が共同開催になったことについて国家的事業であ

り，この大会を通じて交流を深め，両国関係をさら

に発展させたいと述べました。これに対してキム大

統領は，結果として共同開唯になった乙とは日斡関

係にとってよいことだと思う。開催の方法について

は， FIFA国際サッカー辿盟が決めることだが，両国

で積極的に話し合って決めていけばFIFA色無視で

きないだろう。この大会にかける両国の熱意が大事

だと述べ，2002年の開催にむけて日脚両国で積極的

に話し合いをすすめていくべきだという考えを強調

しました。

(2)韓国 多い協力を訴えるこユース

数)

韓国のニュースでは，日本と椋図のあるべき関

係として協力関係を伝えるものが多かった。 4項

目に l回の割合で伝えていた。どのような問題や
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図4-2 あるべき関係として協力関係を伝えたニュース

(問題テーマ別/韓国) (重複分類)

日韓桂清協力問題

ワールドカップ
サッカー士会共催問題

KEDO協力問題

朝鮮半島統一問題

(有意差水準99.5%以上)

テーマで，協力関係を伝えるニュースが多いのか

調べてみた(図 4-2)。協力関係を伝える数が多

いテーマは，日朝交流(交渉)問題，日韓経済協

力問題，ワールドカップサッカ一大会共催問題，

KEDO協力問題，朝鮮半島統一問題であった。

く協力関係を伝える朝鮮半島統一問題ニュース〉

KBSニュース 99年3月20日

包容政策の協力強化

(キャスター)

キム・テ・ジュン大日統領と日本の小測首相は，きょ

う首脳会談を聞き 1 北ij四昨10(北唯)のミサイル開発

は容認できないことで合意し，対北包容政策を一層

強化していくこととしました。(中略)

(リポーター)

小測首相は朝鮮半島(柿半島)における南北の対

立構造を解消していくための，キム大統領の包容政

策を支持すると述べました。(中略)最近の日朝(北

日)悶の対話ムードに歩調を合わせ，これまで中断

していた日朝友好(北日修好)協議を再開する方針

を示唆しました。

キム大統領と小測首相は束アジアの平和と安定の

ためには隣国，日本 p アメリカの3国が緊密に協力

していくことが何よりも重要で晶るごとを，今日の

会談を通じて再確認しました。

さらに，とれらのテーマでは，友好的に伝える

ニュースの数が多かった。また，肯定的に伝える

日脚テレビ報道比史調査líJf~~

図4-3 友好的なイメージを伝えたこユース

(問題テーマ別/韓国) (重複分類)

(有意差水機99.5%以上)

。 10 20 30 
(項目数)

40 

日朝宜班俊樹岡田町夜夜夜夜夜泌ぷ;c必緑茶京交夜夜夜言奈川 144

KEDO協力問題 |剣山市日間必需::存続蕊135

目線桂清鵡力問題 1!liliii!:!ili!llllilll主的制約I11il127

ワルドカップ 際マ宗務烹夜被奴可 22
サッカー大全共倒問題位二二=二三主主己主込J

日本大黒口~it問囲 陰塗経巡盗経滋辺自

表4-1 肯定的に伝えた割合

(問題テーマ盟IJ/多い順/韓国)

111定的に伝えた
問題テーマ

削合(%)

ワールドカップサッカー大会共催問阻 58.8 
阻 DO協力問題 53.2 
日制経済協力問題 45.8 
日本大衆文化開放問阻 44.2 

(有意差水準 99.95%以上)

割合が高かった(図 4-3，表 4-1 )。

[相互理解のきっかけとしての日韓共同事業]

ごうしたテーマで協力関係を訴える場合が多い

のはなぜだろうか。日韓経済協力ニュースは，本

来のテーマが協力なのでその理由を問うまでもな

い。これをを除いた，他のテーマに共通すること

は，日本と韓国が協力してすすめていく事業，い

わゆる共同事業を伝えている点である。 2002年の

ワーJレドカップサッカ一大会共催については日 B陣

の共同事業であることは分かるが，日朝交流(交

渉)， KEDO協力，統一問題がどうして，日韓の共

同事業なのかと，読者には疑問を持たれることも

あろうか思うのでそのテー7について具体的にみ

てみよう。

①肯定的に変わった日朝交流(交渉)関連ニュース:

日朝交流(交渉)は，国際関係の変化により，近

年になって日斡の共同事業になった。

勝国の日朝交流(交渉)関連ニュースでは，日

本と北朝鮮との聞での，民間貿易や日朝国交正常

化交渉，食料支援などを伝えてきた。 90年代の前
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半では，こうした日本の動きは，北朝鮮を国家と

して認めて斡国をないがしろにするものと捉えら

れたり，対じしている北朝鮮に物資援助する利敵

行為とみなされるなど，否定的に捉えられていた。

ところが，キム・テ・ジュン政権になって.政策

が転換された。現状の雨北関係を認め，経済支援

をすすめることによって朝鮮半島の緊張を緩和す

るという，北朝鮮に寛容な政策，いわゆる太陽政

策を採った。それにあわせて，北朝鮮も平和共存

路線に転じた。このごとによって北朝鮮を支援す

る日本の行為は，斡固にとっても，日本と斡国で

協力して達成するもの，歓迎するべきものとなっ

た。つまり，北朝鮮に対する共同事業となったの

である。乙の結果，韓国のニュースにおいて協力

関係を訴える肯定的なニュースとして伝えられる

ようになったわけである。

②KEDO協力問題関連ニュース:

KEDO (朝鮮半島エネルギー開発機構)は，核

兵器開発への転用の恐れのない軽水炉型原子炉を

北朝鮮に提供することが任務で，アメリカ，韓国，

日本， EUが理事国となっている。

その事業費を主に斡固と日本で負担することに

なっている。日本は負担額の21.7%にあたる 1，165

億円を負担することになった。ニュースでは日斡

の協力を伝えた。

③朝鮮半島統一問題関連ニュース:

朝鮮半島の統一にむけての，様々な動きを伝え

るニュースで，南北首脳会談，南北赤十字会談，間t

散家族再会， 4者協議などが具体的なテーマであ

る。こうした問題の解決について，日斡が北朝鮮

に対して一致して行動することが，重要であると

いう指摘が韓国政府からだされるようになった。

ニュースにおいても，共同するととの重要性が協

調されるようになった。

④ワールドカップサッカ一大会共催関連ニュース:

相互理解を促進する要素として，もっとも可能

性が高いと恩われるのは，ワールドカップサッ

カ一大会共催関連ニュースである。その理由はこ

のニュースでは，日本と韓国の類似性が強調され

ているからである。ほかのニュースに比べて，類

似性を伝える割合が高かった。とのととについて

は，第3節で詳しく紹介する。

とのように，日朝交流(突渉)，阻DO協力，半

島統一問題は，日韓の共同事業として捉えられ，伝

えられているわけである。共同事業を伝える

ニュースの多くが，日本との協力を訴え，日本に対

する友好的イメージを伝え，肯定的な論調だった。

以上のごとは，日韓共同事業に関連するニュー

スが，相互理解のきっかけとして十分に役立つ可

能性を示唆している。乙の乙とについて，小此木

政夫慶熔義塾大学教授はヒアリングでつぎのよう

に指摘した。

1¥、ままで，日本と朝鮮半島とは，貿易や戦争

など，交流をしたり対立したりしてきた。しか

し対等の立場で，共通の目的にむかつて， 1つ

のことを共同で成し遂げたととは皆無といって

いいでしょう。これからの日本と斡国が共同し

て行う事業自体では，お互いが責任をもって具

体的に役割を担うことになります。相手を間近

に知るごとができるし，お互いが相互の利益を

実感できる大切な機会となるでしょう。共同事

業の成功体験の積み重ねが，相手側への信頼感

を育てるととになるでしょう。そのプロセスを

伝えることは極めて重要なことであると言えま

す。」

第2節知的な好奇心を起こすニュース

~文化・くらし関連ニュース~

文化，くらしを伝えるニュースは相手国に対す

る知的な好奇心を起とし，相互理解を深めると思

われる。しかし，日本のニュース I神国のニュー

スと色に，文化，くらしをメインテー?とした

ニュース項目数は少なかった。日本では文化

ニュースは18項目，くらしニュース20項目であっ

た。また勝国では文化ニュースは28項目，くらし

ニュース 22項目であった。

(1 )日本文化・くらしの類似性へ関心

そごで，韓国の文化・くらしを伝えるニュース，

草の根交流を伝えた日本のニュースをまとめてみ

た(表4-2，表4-3)。取り上げた題材をみる
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表4-2 韓国の文化・くらしを伝えている日本のニュース

(おもなもの)

放送日 内 容

1992年 9月4日 榔固の陶磁掃

1993年 7月16日 帥図のオレンジ放の取り締まり

1993年 9月23日 蔀局での「漢方薬販売Jをめぐり波紋ひろがる

1993 '1' 9円25日 帥固の伝統芸能「パンソリJ復活

1993 '1'11月10日 ソウルの駐車場事情

1993 '1'12月3日 様変わりする料図の学生運動

1993 '1'12月8日 術星でツルの追跡調査

1994 '1' 1月9日 和fl~ 也隣国製

1994 '1' 4月13日 純国I快岡祭(JI!京)

1994'1'-5月5日 純国「乎ばり」ブーム

1994'1'-8月17日 加熱柿回目ファッション論争へそ出しルック

1994'1' 9月19日 雌別(イピョル)の作曲家古屋世l

1994 '1'-10月12日 トウガラシに異変

1995年 1月1日 ソウル学生街の正月

1995年 5月12日 樹液ジュースで村起とし

1998年 8月13日 儒教の固で榔国で孝行な子には遺産也多く

1998年10月19日 斡固で踏摩焼の採火式

1999年 4月27日 平和願ってパンムンジョムでピアノ演奏会

表 4-3 草の根交流を伝える日本の二ユース(おもなもの)

放送日 I司 容

1田5年 2月5日|日本と帽の若者が交流

l田5年 8月11日|即時の市民グループが料固で原爆展

l四日年 7月27日|教育交流集会

と，駐車場事情，若者ファッション論争，親の扶

養問題，村おとしなど，日本の文化・くらしの話

題と共通するものが多いととが分かる。日本と韓

国との類似性への関心が見られた。

〈韓国のくらしを伝えているニュース〉

NHKニュ- A 98五1'-8月13日

儒教の固で孝行な子には遺産も多く

(キャスター)

年老いた籾をだれが扶養するのかは，日本の家庭

でもよく問題になりますが， fi布教の教えが板強い抑

日純子レピ報道比較調査研究

国では，親の世話は長男がするものでした。その純

国で来月『民法の改正案が国会に提出されて，籾の

世話ーをした子供はi出産の相続分が増えることになり

国民の聞で大きな話題になっています。

(リポーター)

5歳の時に父籾を亡くしたキム・ヨンジョさんは

中学卒業後すぐに就職し，結婚後も母親と同居して

きました。

(キム・ヨンジョさん) (字幕)

年老いた母の世話をするのは子供として当然のこ

とですよ。

(リポーター)

「純には孝行を」という日本人が失いかけた儒教の

美徳は， f:~(，国にはまだ残っているもののキムさんのよ

うなケースは年々少なくなっています。(中略)

(若い女性) (字幕)

親の干渉を受けずに， 2人だけで生活したいわ。

(若い男性) (字幕)

私を育ててくれたので，籾をあた設するのは当然です。

(ヨンセ大学イ・ガンス教授) (字幕)

(子供が籾を扶養するのは)私たちの社会では当

然のととだったのです。法律が介入すれば伝統が煩

立われます。

(リポーター)

脚固では日本と同様，近い将来，社会の高齢化は

避けられないf守勢です。親をだれが面倒を看るべき

か大きな論議を呼んでいます。特に現在のみぞうの

経済危機は籾の世話を回避しようとする傾向に拍車

をかけていると言え，法律の改正でどとまで闘止め

がかけられるのか，隣の人間としても気になるとこ

ろです。

(2)韓国素顔の日本への高まる関心

韓国のニュースでは，索顔の日本への関心がた

かまっている。日本の大衆文化開放がすすんだ98

年以降，一般の日本人との交流を伝える草の根交

流ニュースや日本のくらしや社会制度の優れた側

面を伝えるニュースが伝えられるようになった。

いずれのニュースでも日本，日本人に対する友好

的なイメージが伝えられた。
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表4-4 草の根交流を伝える韓国のニュース(おもなもの)

放送日 内

1998年 3月7日|歴史を学びにきました

1999年3月9日14∞年ぶりの帰郷

容

表4-5 文化交涜を伝える韓国のこユース(おもなもの)

1 放送日 | 内 容

1998年 9月27日Ir柿国の綱べ」日本上陸

1998年7月日日 1400年ぶりの帰郷

[日本との草の根交流]

韓国で伝えられた，お也な草の根交流を伝える

ニュース，文化交流を伝えるニュースは，表4-

4，表4-5の通りである。地域にすむ，普通の

日本人の活動を伝えたニュースは，新しい特徴で

ある。

く草の根交流を伝えるニュース〉

KBSニュース 99年3月9日

400年ぶりの帰郷

(キャスター)

壬辰倭乱(文禄・腿長の役)の|療に?日本軍が掘っ

て持ち帰った締の木が400年ぶりに故郷に帰り，根

を下ろすことになります。

(リポーター)

祖国を雌れて400年，日本の宮城県の古利，西岩

寺の入り口で，長い風雪に絶えた梅の木は今年も変

わらず花を咲かせました。壬辰倭乱当時，藩主伊迷

政宗がその香りに魅せられて，持ち帰ったワリヨン

の梅の木です。(中略)との寺では安重根義士の世話

をした日本人看守の位牌が品るため，村の住民述は

毎年，安置根義士と看守の追悼法会を開いてきまし

た。この寺の住職がこの縁を生かし，梅の木を返し

てきたのです。(中略)

I;~I日両国の住民迷はこの木が胸囲で根を下ろし花

を咲かせ，ごれを契機に両国の関係がより厚く深

まっていくことをWliっています。

乙のニュースのように，草の根交流ニュースで

は紫顔の日本人が伝えられたり，日本人に対する

プラスのイメージが伝えられている。このように

相互理解に大きな役割を果たす可能性がある。

小此木政夫慶応義塾大学教授はヒアリングのな

かでつぎのように指摘している。

「草の根交流は非常に重要。いままで，相手の

園の人に対して，イメージだけが先行していま

す。特に悪いイメージが，様々な原因から生ま

れています。それらのイメージはいろんな経栂

から生まれたわけですが，いずれにしろ，決し

て現在の実際の姿を正確に反映しているわけで、

はではないのです。国家レベルでの認識の変更

には，まだまだ時間がかかる乙とが予想されま

す。一般の市民レベルの草の根交流は，国家レ

ベルと遺って自由に行う乙とができます。とう

した草の根交流は自分たちの知らない，韓国人，

日本人を素直に直接に知ることができ，既存の

イメージを変えていくことが容易です。相手側

に対する知的な好奇心なしに相互理解は進展し

ません。J

[日本に学ぶべき社会制度・生活の知恵]

第 2章でも紹介したが，日本に学ぶべき，優秀

な社会制度・生活の知恵をニュースも伝えられて

いる。99年 3月22日の「水も再活用」というニュー

スと 99年 1月3日の「政府が高齢者を保護」とLミ

うニュースなどである。

第3節類似性を伝える友好的ニュース

~ワールドカップサッカ一大会共催

ニュース~

栂互理解を深めるニュースとして，日本と韓国

の類似性を強調しているニュースがある。特に韓

国でのワールドカップサッカ一大会共催に関する

ニュースは，類似性を伝える割合が大きかった。

とのテーマでは，日本のニュースも友好や連帯感

を伝えていた。乙こでは，相互理解の促進の可能

性が高いと思われる，ワールドカップサッカ一大
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会共催ニュースの内容と特徴を紹介する。

(1 )強調された友好・協力

ワールドカップサッカ一大会共催問題は，日本

と韓国で開催地について争っていたが， 96年 6月

FIFA理事会の提案によって共同開催が決定され

た。誘致合戦を激しくお乙なってきた両国であっ

たが，一転して協力して行うこととなった。競争

を伝えてきたニュースは一転して，大会成功のた

めの協力の重要性を伝えるニュースへと変化した。

これを機会にして日韓関係を強化しようという両

国政府の動きが伝えられた。

く協力を伝える

ワールドカップサッカ一大会共催ニュース〉

KBSニュース 96年6月l日

脚日関係強化の契機

(キャスター)

キム・ヨンサム大統領は1 きょう 2002年ワーJレド

カップ斡日共同開催について談話を発表し，心を一

つにして誘致活動を声援した国民に感謝の意を伝え

ました。また，キム・ヨンサム大統領は午後には日

本の橋本総理と旬結で， 2002年ワーJレドカップサッ

カ一大会が両国の友好協力関係をいっそう堅聞にす

るきっかけになるよう努力しようと普いあいまし

た。(中略)

(リポーター)

キム大統領は，隣国として友好と親替の精神で協

力すれば1 歴史上で最も成功した大会にするととが

できるはずだと強調しました。橋本首相はまったく

同じ心情から FIFAの決定を受け入れたと答え，

ワーJレドカップの共催が両国の友好増進に大いに寄

与するごとを期待すると述べました。

日脚テレビ報道比較調査研究

く協力を伝える

ワールドカップサッカー大会共催ニュース〉

NHKニュース 96年6月l日

W杯共lltl 日腕首脳大会成功に協力

(キャスター)

橋本総理大臣はきょうの午後，i:i{~国のキム・ヨン

サム大統領と電話で会談し， 2002年のサッカーの

ワールドカップの日本と腕図の共同開催が決まった

ことについて，大会を成功させるため協力していく

ととでー致しました。(中略)キム・ヨンサム大統領

が，府f国も日本も単独開催で誘致に努力してきた

が，両国の友好関係のためには共同開催はよい考え

ではないか， (中略)友情と協力をもってもっとも成

功したワールドカップにしたいと述べました。

とれに対し，橋本総理大臣もアジアで初めての

ワーJレドカップを日腕両国の協力によって成功に導

きたいと思う。今後，政府どうしで出来るごとがあ

れば辿絡をとりあっていきたい。大会を成功させる

ため両国が協力することで一致しました。(後略)

(2)類似性の強翻・ライバルとしての位置付け

1996年にワールドカップサッカ一大会の共催が

決定して以降，日本と韓国の，サポーターとよば

れる応援者たちの交流が活発になった。フランス

大会での日糠共同応援の実現，インターネットに

よる交流など，今までの枠組をとえた若者逮によ

る，さまざまな交流が行われるようになった。

こうした状況を反映して，ワールドカップサッ

カ一大会共催ニュースでは，日本と韓国の類似性

表4-6 類似性を強闘して伝えた割合
(問題・テーマ/多い順/韓国)

問題・テーマ
類似性を強調して

伝えた由j合(%)

ワールドカップサッカー大会共催問題 21.6 

日本大衆文化開放問題 16.3 

KEDO協力問題 12.8 

日郎経済協力岡閤 12.5 

全体平均 5.8 

(有意差水準 95.00%以上)
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を強調する傾向が見られるようになった。韓国の

ニュースでは，21.6%が類似性を強調していた(表

4 -6)。類似性を強調して伝えているニュースの

剖合については斡国のニュース全体での平均が5.8

%であることを考えると，ワールドカップサッカ

共催ニュースでの割合はかなり高いといえる。ま

た，斡国のニュースでは，日韓応援団の一体感を

表現しているものやライバルとして位置づけてい

るニュースが伝えられた。具体的にはどのように

伝えらているのか見てみよう。

く日韓応援団の一体感を表現しているニュース〉

KBSニュース 97年11月l日

応援合戦どちらも勝者

(キャスター)

きょうのサッカー脚日戦は，わが国に新しい応援

スタイルを定着させました。牌日両国の応援団は蛾

烈なl勝負とはまた別に，サッカーというスポーツの

もとで一つに止るという満足在感じつつ，前半後半

の90分問，休みなく選手迷に声援と融和のメッセー

ジを送りました。

(リポーター)

応援では絶対に負けないぞ。両チームの応援席に

登場した巨大な太極旗と日章旗が壮絶な意欲を操り

上げます。のどもかれるほどに戸を張り上げる10万

人の歓声が，試合の問中チャムシル競技場を熱く包

みました。(中略)サッカーのライパル日本は今や応

援でも負けられ立いライパルになりました。

日本のニュースでは，類似性や同質性を伝える

までに至っていなかったが，日斡応援団の友好や

述帯感を伝えるニュースも伝えられている。
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〈友好や連帯感を伝えるニュース〉

NHKニュース 98年6月26日

共同応援団

(スポーツキャスター)

2002年大会は日本と斡国が共同で開催します。こ

のフランス大会は日腕両国のサポーターどうしがお

互いの代表チームにエー，レを送りあう貴重な交流の

場となっています。

(リポーター)

パリ入りした日本とi;bf，国の共同応援団， 120人で

す。シャツの赤は隣国，背は日本を表現， "旬には友

情と脅かれています。(中略)アジア最終予選の戦い

で苦戦する日本を純国が応援した乙とで両国のサ

ポーターは一気に身近な存在になりました。共同応

援は在日榊国人の団体の橋渡しで笑現しました。

(中略)碑困が初勝利を目指したベルギー戦です。日

本のサポータ一色，アジアではライバルの料固にJ臨

命の声援です。腕国はベルギーに先制されました

が，後半反1騨に出ました。試合は引き分け。共同応

援団が願うワールドカップ初勝利の夢は日本のジャ

マイカII!Ioに持ち越されました。

(料固サポーター) (字幕)

日本が応援してくれてうれしかった。

(聯固サポーター) (字幕)

日本と隣国が協力すれば2002年はきっと成功す

る。(中略)

(リポーター)

2002年に日本と隣国が力を合わせて迎えるワール

ドカップ。草の根で広がる，こうした両国の交流は

その大会の成功にむけて大きな足掛かりになろうと

しています。

ワーJレドカップサッカ一大会共催ニュースは，

両国民の相互理解に大きな役割Iを果たすと期待さ

れる。



第5章 テレビニュースと世論

これまでは，日 i悼のニュース報道ぷりと，日 ~~f，

の相互理解との関係について考えてきたが，ここ

では角度を変えて，両国でのテレビニュースが世

論に与える影響について考えてLぺ。NHK放送文

化研究所では， 1995年9月と 1999年10月に日本

と斡国で世論調査を行う機会に恵まれた。 1995年

9月の調査は，戦後50周年テレピ報道比較調査の

関連で行い， 1999年 10月は，この研究の関述で

行った。両調査では，内容分析の結果と比較して

分析できるように設計し，いくつかの共通設聞を

行っている。本章ではまず，内容分析の結果と世

論調査の結果を比較分析する。まず第 l節では，

1995年から 99年にかけての斡国での世論の変化

について簡単に紹介し，第 2節では，テレビ

ニュースと世論の関係について，日韓それぞれに

ついて分析を行う。

第 1節世論の変化

テレビニュースの世論への影響を分析する前に

と乙では，世論がとこ数年でどう変わっているの

か見ておく必要がある。

2つの時点での世論調査の結果は，戦後50周年

テレビ報道比較調査(1996)，原・塩田 (2000)お

よび原・飽戸 (2日00)で報告されているので，そ

れを参照された1'0その韓国で実施した調査では，

日本についてのイメージと日韓関係についての認

識に関して同じ設問で尋ねているため，経年上b較

が可能である。そこでととでは i韓国での世論の

経年変化について紹介する。共通して尋ねた設聞

はつぎのものである。

問 日本人をよく言い表していると思う言葉に

ついて，あてはまるものがありましたら，い

くつでもおっしゃて下さい。

優秀 信頼できる 平和的

(共通している選択肢は3個であった)

関今後の日本と韓国の関係はどうなると思い
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ますか。以下のうちからあなたの考えに最

も近い也のは何ですか。(1つだけ)

対立関係 競争関係 協力関係

結果は図5ー1，図 5-2の通りであったロ

日本人に対するイメージとして， r優秀」という

言梁を挙げた人が大きく減った，他方「信頼でき

る」を挙げたは人が増えた。また「平和的」を挙

げる人の割合はあまり変わらなかった。乙の乙と

から，韓国の日本人イメージは，優秀イメージが

弱くなる一方，日本人に対する信頼感イメージが

少し強くなったといえる。大変，興味深い結果で

あるが，その原因・背景についての分析は，また

の機会とする。

日韓関係の認識についても，変化が見られた。

協力関係との認識が9ポイント増えたのに対して，

対立関係との認識が 6ポイント，競争関係との認

識が 5ポイント減った。このことから協力関係と

いう認識が強まっているといえる。

このように，韓国の世論では，日本人イメージ

や日腕関係認識が， 95年から99年にかけて変化し

ていると言うことができる。

図5ー1 日本・日本人に対するイメージの変化

。
優秀

平和的

(韓国/世論閥査)

10 20 30 (%) 

一一l32.2

口1995年 (n=1566)

図1999年 (n=1517)

図5-2 日本と韓国の関係(韓国/世論調査)
(非重複分類)

亡〉

1995~手 (n=1566) 1999年(n=1517)
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第 2節 テレビ報道と世論の日韓比較

~議題設定アプローチ~

(1 )議題設定機能の検討

日韓両国におけるとれらのテレビ報道は，それ

ぞれの固において，人々の意識にどのような影響

をもっているであろうか。世論調査の結果と対比

しつつ，少し詳しく検討してみよう。

テレビ報道の内容分析結果と，世論調査の結果

とを対比して，テレビの世論へのインパクト，影

響を，査定しようという試みの一つに「議題設定

機能jに関するモデルがある。く詳しくは，飽戸，

1992、『コミュニケーションの社会心理学J.飽戸・

原， 1997，日本マスコミュニケーション学会，発

表論文集，他，参照>

これは，ある主題について，テレビで報道され

る量と，その主題についての国民の関心度とは，

正比例しているはずだ，と考えるのである。すな

わちテレビがより多く報道する主題ほど，国民は

それが今，重要な主題であると考える，という仮

説である。従って，テレピで報道した量と，国民

の関心事である比率とが，正の相関〔順位相関〕を

示せば，テレビ報道は国民の意識に影響を与えた

と考える，というものである。

このモデルはある意味では単純すぎる。という

のは，まず第 lに，テレピ報道と国民の世論との

聞の因果関係が，実は明らかでない。テレビが報

道したから国民が関心を持ったのか，国民が関心

を持ちそうな主題を，テレビが予測して報道して

いるのか，不明であるからだ。どちらの方向も可

能である。

第2に，テレビ報道と国民の世論との聞に見か

け上の相関があったとしても，それは唯一の関連

ではなく，その他さまざまな要因，条件が関与し

ており，そのような第3の要因，条件が，その見

かけ上の相関に影響を与えていたかもしれな1'0

そのような両者をつなぐ要因を， I媒介変数」とLミ

う。例えば，もともとそのような主題に関心の高

い人とそうでない人では，相関が異なることであ

ろう。またテレビを良くみている人と余り見てい

ない人でも，相関は異なってくるととだろう。テ

レビだけでなく，たまたま新聞や雑誌がキャン

ペーンをやっていた，ということもあり4辱ょう。

こうした媒介変数についても考慮する必要がある。

しかしテレビ報道の量と世論調査における国民

の関心とが，相関があるという乙とは，因果関係

は確認出来ないとしても，テレビ報道が世論に影

響を与えた可能性を示す指標として重要である乙

とは間違いがな1'0 また媒介変数についても，間

接的にその影響をみてゆくことは不可能ではな1'0

本稿では時間的制約のため，媒介変数の検討まで

行うととが出来なかったが，近い将来そのような

分析・考察も，あわせ行う予定である。

世論調査の概略は，原・塩田 (2000)および，原

飽戸 (2000)にすでに報告されているので，その

結果を踏まえて分析を進めて行く。はじめに，世

論調査と内容分析とで，同じ質問項目， (ほとん

ど)同じ回答肢を用いた項目が，幾つあるか確認

した結果が，表5ー1である。以下，これら 4つ

の主題について，検討してゆくことにしたい。

表5ー1 世論調査・内容分析の項目対照表

情報関心領域(経済・文化・政治・くらし)
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(2) 日韓イメージの比較

まず日本では，斡国および韓国人のイメージを

伝えるような報道が，ほとんどなされていないの

で，報道と世論との関連を分析することが難しく，

断念することにした。

韓国では，日本および日本人のイメージに関わ

る報道がかなりなされているので，韓国での日本

報道と韓国人の日本イメージとの関連について見

てみよう。表 5-2は，韓国における日本報道の

内容を分析した結果が左欄に，そして世論調査に

よる国民の日本イメージが，右欄に示されている。

順位とはそれぞれの%の大きさの順位である。

すなわち，韓国での日本報道の内容分析の結果，

放送に現れる日本イメージには，友好的(1位)， 

信頼できる(3位)，平和的 (5位)，率直 (6位)

などのたいへん好意的イメージと，不公正(2 
位)，人種差別的(4位)とLミった，非好意的イメー

ジとが共存しているととがわかる。一方，隣国人

の一般的日本イメージは，世論調査にある通り，

かなりネガティブである。すなわち，不公正，人

種差別的といったネガティプなイメージが l位，

2位を占め，ずっと下がって， 3位以下でようや

く，信頼できる，友好的，正直，平和的といった

好意的イメージが出てくる。

表5-2 韓国人の日本イメージ (1999年)

内容分析
% 順位

世論調査
% 順位(1999) (1999) 

友好的 20.9 1 友好的 9.1 4 

不公正 17.5 2 不公正 15.7 l 

信頼できる 9.3 3 信頼できる 9.8 3 

人種差別的 6.6 4 人種差別的 13.7 2 

平和的 6.0 5 平和的 3.5 6 

率直 1.1 6 正直 8.8 5 

R=0.54 

すなわち，放送ではかなり好意的に日本につい

て放送しているが，まだ一般国民の日本イメージ

はあまり改善されていない，と言うことが出来よ

う(表 5-3参照)。

スピ7"Vンの順位相関係数(以下，順位相関と

略記，注lを参照)を算出してみた結果，放送と

日脚テレビ報道比般調査研究

表5-3 韓国人の日本イメージ (1992年一1999年)

内容分析
% 順位 世論調査

% 順位(1992-19目9) (1999) 

友好的 23.5 1 友好的 9.1 4 

不公正 9.8 2 不公正 15.7 1 

平和的 4.5 3 平和的 3.5 6 

信1買できる 3.9 4 信頼できる 9.8 3 

人組差別的 3.6 5 人種差別的 13.7 2 

率直 1.7 6 正直 8.8 5 

R=0.14 

世論との順位相関Rは0.54と，それほど低くはな

。
、AL
 表 5-3は， 1992年から 1999年までの 8年間で

の，韓国における日本報道についての結果と今回

の調査結果とを比較してみたものである。表5-

2と比べて，イメージの順位はそれほど変わって

いないが，その比率(%)はかなりことなってき

ているごとがわかる。すなわち第 l章でも見てき

たように，以前に比べ，最近は，信頼できる (3.9

%→9.3%に平和的 (4.5%→6.0%)などといった

日本に対する良いイメージに関わる報道が増えて

いるが，不公正 (9.8%→ 17.5%)，人種差別的 (3.6

%→ 6.6%)といった非好意的イメージの報道も，

増えている。よりフランクに良い点も悪い点も報

道するようになったというごとであろう。

スヒ。7"Vンの順位相関係数を算出してみた結果，

1992年一 1999年の R=0.14から，最近の 1999年

ではR=O目54となっていて，報道と世論との相関

が大きく上昇している。これは近年，放送がより

フランクに感情表現もできるようになったため，

放送の世論への影響は，近年かなり増大しつつあ

る，ということと考えられる。

(3)情報関心領域の日韓比較

次に，人々がどのような情報に関心を持ってい

るかという ζとについても，やはりテレビ報道で

頻繁に取り上げられる主題に，人々は関心を持ち

やすい，と考えられる。

く日本>: そ乙で日本における韓国についての

報道で，どのような主題が取り上げられているか
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をみたものが，表5-4.左側，内容分析の欄で

ある。勝国についての報道では，政治，経済，文

化，くらし，の順に，取り上げられていることが

分かる。

一方，日本国民の桃園についての関心事は，右

側，世論調査の欄にある。世論調査では，内容の

分け方が少し詳しくなっており，厳密な比較は難

しいが，経済と韓国企業の製品や動向も，広い意

味では勝国の「経済」に関わることなので，乙れ

をたしあげたものを，経済と考えると，経済の小

計は38.4%となる。同様に，教育や技術と，音楽・

美術・文学も，広い意味で.I文化」と考え，小計

すると 17.1%となる。旅行・ファッション・芸術

もくらしと少し意味は異なるが，大きく括って，

くらしと考え，順位を比べたものが表5-4であ

る。

政治と経済が，逆転しているが，それ以外は全

く同じ順位となっている。政治と経済の逆転が，

世論調査での回答肢が異なるため，ということも

考えられるが，それにしてもやはり，現在の日本

人の関心が，韓国政治よりは韓国の経済の動向に

ある，と考えてよいのではなかろうか。

順位相関にして.R=0.80と極めて高く，やは

りテレビ報道の国民の世論への影響は，かなり大

きいものと考えてよかろう。

〈韓国>: 同様に隣国における日本の報道と斡

国人の世論とを比較したものが，表 5-5である。

斡国における日本報道の内容は，経済，政治，く

らし，文化の順となっている。そしてそれらの項

目についての報道量には，それほど大差はない。

それに対して勝国国民の日本についての関心は，

日本経済についてのものが圧倒的である。第2位

は，ずっと下がって，教育，芸術など，日本の文

化について知りたいと思っているようだ。この点

が，報道の順位と，大きくずれている。次いで，政

治，くらしと統く。 Zれは大差なく，報道とよく

似た分布だ。

斡固においては，日本経済に追いつけ追い越せ，

を合言葉に，経済発展に努めてきたという事情か

ら考えて，国民の関心がこのように経済に集中し

ているのは納得の行くととろであろう。ただし報

道は，特に経済に集中しているわけではない。一

応経済がトップではあるが. 2位. 3位との差異

表5-4 情報関心領域(日本)

内容分析
% 順位 世論剥査 小，1 順位

(1999) (1999) % 

政治 5.1 (1) 政治 28.1 (2) 

経百守 3.2 (2) 経済 (24.5) 38.4 (1) 
牌国企業の製品や助向 (13.9)

文化 2.5 (3) 教育や技術 (9.0) 17.1 (3) 
音楽・美術・文学 (8.1)

くらし 1.9 (4) 旅行・ 77ツンョン・芸能 6.3 (4) 

R=0.80 

表5-5 情報関心領域(韓国)

内容分析
% 順位 世論調査 小量|

順位
(1999) (1999) % 

経i芹 5.2 (1) 経済 (46.2) 72.1 (1) 
日本企業の製品や動向 (25.9)

政治 4.1 (2) 政治 16.9 (3) 

くらし 3.4 (3) 旅行・ファッション・芸能 13.4 (4) 

文化 2.2 (4) 教育や技術 (18.3) 25.1 (2) 

音楽・美術・文学 (6.8)

R=0.60 
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はそれほど大きくはな1'0

報道量，世論，共に順位の差は，量的にはあま

り大きくはないが，しかし順位相関にして， R=

0.60と，かなり大きな関連が見られる。すなわち，

報道の世論への影響はかなり大きいといってよか

ろう。

(4)課題・重要事件の日韓比較

では次に，日韓関係にとって課題や重要な事件

についての，テレビ報道と国民の関心との関係に

ついて，見てみよう。

く日本>: 日本における斡国報道においては，

領土問題や漁業交渉，そして歴史認識に関連した

トピックスが， 1位， 2位を占めている。政治課

題が優先しているようだ。次いで日韓合同での

ワールドカップサッカ一大会共催，経済交流，戦

後処理の問題，そして貿易不均衡・貿易摩擦，と

いう Jr聞になっている(表 5-6)。

それに対して日本人の関心は，韓国との経済の

交流・活性化がトップに来ている。政治より経済

優先だ。そして領土問題については，余り関心は

日斡テレビ報道比較調査研究

ないようだ。それ以外は報道内容の順位とほぼ対

応している。

順位相関も R=O目39とそれほど低くもないこと

から，やはり経済突流や歴史認識については報道

の影響を若干は受けていることと考えられる。

く韓国>: さて純国の方では，何と言っても歴

史認識，領土問題漁業交渉，慰安婦問題など，政

治問題が上位を占める。次いで，経済交流，貿易

不均衡・摩擦など，経済が続く。乙れらの政治と

経済で，韓国で日本についての報道の，上位5位

までが占められていることが分かる。次いで，

ワールドカップサッカ一大会共催，日本大衆文化

の開放，と統く。報道は，かなりまじめな，硬派

の内容が上位を占めていることが分かる(表5-

7)。

さて韓国では，国民の関心事が，テレビ報道と

全く同じ順位である点が，特に注目される。報道

と世論との順位相関は， R=  1.00である。調査結

果だけから，実際の因果関係を推測することは難

しいが，少なくとも報道が甚大な影響力をもって

いることは，十分予想できる。

表5-6 課題・重要事件(日本)

内容分析 (1992ト1999) 項目数 (順位) 世論調査(1999) % (順位)

領土問題目i((1業交渉 122 (1) 未解決の領土問題の解決 25.7 (4) 
歴史認識問題 104 (2) 過去の行為の日本の謝罪 35.6 (2) 
ワールドカップサッカー大会共催 82 (3) ワールドカップサッカー大会の成功 33.6 (3) 
経済 'KEDO協力・企業進出立ど 58 (4.5) 経済の交流・協力の活発化 40.1 (1) 
慰安婦問随 58 (4.5) 日本の戦後補償の完遂 16.9 (5) 
貿易不均衡摩擦 38 (6) 貿易不均衡問題の解決 11.0 (6) 
R=0.39 

表5-7 課題・重要事件(韓国)

内容分析(1992.1999) 項目数 (順位) 世論調査 (1999) % (順位)

歴史認識問題 172 (1) 過去の行為の日本の謝罪 57.5 (1) 
領土問題目漁業交渉 127 (2) 未解決の領土問題の解決 52.3 (2) 
経済・ KODO協力・企業進出など 113 (3) 経済の3c漏・協力の活発化 48.6 (3) 
貿易不均衡・摩擦 112 (4) 貿易不均衡問題の解決 32.3 (4) 
慰安婦問題 92 (5) 日本の戦後補償の完遂 22.5 (5) 
ワールドカップサッカー大会共im 51 (6) ワールドカップサッカー大会の成功 22.1 (6) 
日本大衆文化開放 43 (7) 日本大衆文化の閲革 8.3 
R= 1.00 
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(5)日韓関係についての認識

最後に日韓関係が「協力」的か， I競争j的か，

「対立」的か，のいずれであると考えているかとい

う，日韓関係の基本認識について，見てみよう。

く日本>: まず日本のニュースでは，すべてあ

るべき関係として目線関係は協力的であると伝え

ており，競争関係，対立関係，として報道してい

るケースはなんとゼロである(表 5-8)。

一方，日本国民の世論の方では，日韓関係は，競

争関係と認めているものが15%，対立関係と考え

ているものも 3%いるが，やはり約半数は協力関

係と考えている。相関係数を算出するまでもなく，

テレビ報道の世論への影響はかなり大きいものと

考えられる。

表5-8 日韓関係の認識(日本)

内容分析 (1卿) I世論調査(1999)% 引順位)

60項目(全体の6%)

0項目

0項目

川
町
一
山
一

u

(1) 

(2) 

(3) 

係が増えているということが分かる。すなわち，

テレビ報道の，日韓関係は協力関係であるという

立場に，国民の世論がここ数年の問に近づいてい

るということがわかる。相関係数を算出するまで

もなく，テレビ報道が世論形成に大きく影響して

いることが読み取れる。

(6)今後の課題

ごうして，テレビ報道の内容と，国民世論の励

向が，日本，斡国，共に，密接に関連しているこ

とが明らかになった。はじめに述べたように，乙

の厳密な因果関係については，いまのところ明ら

かでないが，これだけ大きな順位相関が見られる

ということは，少なくともテレビ報道が，国民の

世論に，特に今何について考えるべきか，今何が

重要な課題なのかという，議題設定機能を果たし

ていることが推察される。

もちろん (1)のところで述べたように，こうし

た関連に影響している様々な「媒介変数」の寄与

の推定，さらには報道と世論の「因果関係」につ

いて，より決定的な推論を可能にするような分析，

考察を，さらに統けて行く必要がある乙とは言う

までもない。そして現在そのような分析を続けて

いるところである。近い将来乙うした結果につい

ても報告したいと考えている。

しかしそれにしても，報道と世論との問に，こ

れだけ大きな関連が磁認できたということは，た

いへん重要な知見である。本格的なテレビの内容

分析と，大規模な世論調査とを，慎重に企画し，

コーディネートさせて実施する乙とが出来たこと

の成果である。テレビ報道の世論形成にとって重

要な役割jを示唆するもので，テレビの果たすべき

社会的役割についても，慎重な検討が必要であろ

う。今後の研究課題である。

〈韓国>: 隣国では，今回と全く同じ調査を，

1995年にも行っているので，その結果と対比して

みると，たいへん興味深い乙とが明らかになる

(表5-9)。
まず斡国のテレビ報道では，日韓関係を協力関

係として描いているものがほぼ半数である。しか

し競争関係，対立関係としているものもそれぞれ

l割強みられる。一方世論の方は， 1995年当時で

は，競争関係と考えているものが 54%，次いで協

力関係と対立関係が， 2割強，と言う結果であっ

た。それが1999年では，競争も対立も共に減って，

協力が l割近く増えている。やはり競争関係と考

えているものが多数派ではあるが，対立関係も競

争関係もともに 6%近く減って，その分，協力関

表5-9 日韓関係(韓国)

内容分析 (1996-1998) 世論調査

項目数〈対全体%> (順位) 1ω5 (順位) 1999 (順位) 変化

協力 71 く47%> (1) 21.8% (2.5) 30.9% (2) +9.1% 

対立 18 <12%> (2) 21.7 (2.5) 15.7 (3) -6.0 

競争 16 く11%> (3) 53.5 (1) 48.0 (1) -5.5 
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おわりに

日本と韓国のテレピニュースについて，内容分

析を中心にして様々な分析を行った。その過程で

新たな研究課題も明らかにすることができた。

いくつか乙とで指摘しておく。

(1 )受け手調査の必要性

本稿では，内容分析によって，日斡のニュース

の特徴を明らかにした。ニュースと相互理解にお

けるニュースの役割を検証するためには，それぞ

れの国の視聴者がニュースをどのように受け止め

ているのか知ることが不可欠である。というのは，

視聴者がニュースをどのように理解したり，どう

感じるのかは背景にある文化によって異なるから

である。視聴の特性を知る受け手調査によって，

両国のニュースの果たしている役割jを明確にする

ととができると思われる。

文献:

飽戸弘 (1992)

『コミュニケーションの社会心理学J.筑摩書房。

飽戸弘原由美子 (1997)

「国際比岐 .I~後 50周年におけるテレビ報道と国民の

意識 テレビの諮問視定機能と検証J.1997年度日本マ

スコミュニケーション学会，発表論文集

原由美子・塩田雄大 (2000)

相手国イメージとメディア~日本 隣国・中国位論調

査から-.r放送研究と調査J. 3月号， pp2.23. 

原由美子・飽戸弘 (2000)

相手国イメージはどう形成されているか一日本・純国・

中国世論調査から(その 2)-， r放送研究と調査J，8 

月号， pp.5ι93. 

注1:A ピアマンの順位相関係数， Rは，次のようなも

ので品る。なお， n 項目数， di=田 -yl

(2)送り手閥査の可能性

本稿では叙述分析も行ったが，ニュースの表現
ぜつ えん

方法には，直般的に表現する，椀曲的に表現する

などの速いが見られた。こうした遣いがどこから

生まれてくるのか，その理由を明らかにする乙と

も大切である。これらのことを明らかにする，報

道現場へのヒアリングなど送り手調査を行う必要

がある。

6~di' 
R=1一一一一一一

n (n'-I) 

E干しくは，K.A ヨ-yンズ著 飽戸手l品開訳，r社
会科学のための統計学・基礎綱J.講談社， 1975 

年ほか，参照。
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(3)ニュースの背景の把撞

ニュースが対象としている社会事象について，

整理しておくことが必要である。ニュースが多く

伝えられたかどうか，どのように伝えたのかは，

現実と比較することによって分かる。例えば，あ

る時期にあるテーマのニュースが多く伝えられた

いう結果がでたとしよう。とこで，現実に多くの

事件が起こっていた場合とそうではない場合とで

は，おのずと意味がことなるからである。

また，特にケーススタディーにおいては，現実

に何が問題になっていたのか知ることが重要であ

る。例えば，慰安婦問題で，この間題をめぐる日

韓双方の動きや認識・議論の深まりを知らないと，

それを伝えたニュースを詳しく分析することはで
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きない。との場合「賠償問題Jr補償問題Jr歴史

教科書Jなどについて，現実ではどのようなこと

が議論されたのか把握しておかねばならないだろ

う。

(4)ニュースと世論の関係

ニュースと世論の分析は，マスメディアの機能

の研究として，非常に意義深いものである。

ニュースと世論との関係を分析するという，この

「議題設定機能」分析では，時間を追った追跡調査

が有効で、ある。今回はようやく端緒についたばか

りで，継続的な世論調査，内容分析を行うことで，

より大きな学術的な成果をあげていくことができ

ると思われる。

以上のように今後，受け手調査，送り手調査，さ

らに総統的な世論調査，内容分析を行ってL、く必

要がある。大衆文化の開放による文化交流，グ

ローパル化の中で深まる経済協力，ワールドカッ

プサッカー大会での若者たちのふれあい，イン

ターネットによる対話，地域ですすむ草の根交流，

…・日韓の交涜は，あらゆる側面，あらゆるレベ

ルで進んでいくと忠われる。日本と韓国の相互理

解のための研究はますます重要になってくると思

われる。今後とも研究者としてこうした研究課題

に取り組んでいきたい。

(品くとひろし/い じょんそん/

しおだたけひろ/はっとり ひろし)
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資料1 コード表(日本用)

〈項目基本デ一世〉

問 l コーダー識別番号

向2 国名 l 斡固 2 日本

間3 分析項目識別番号(4桁)

問4 放送日 (2桁数字) 年 円 日

問5 分析項目の長さ (0分O秒) 分(2桁数字) 秒(2桁数字)

閥6 この分析項目は次のうちのどれですか。

1 相手国がメーントピックス

2 ほかのニュースに相手国が付随的に現れる

3 1. 2以外で単純に相手国の名前がでている

〈テーマ〉

日時テレビ報道比較調査研究

岡7 この分析項目のテーマは何ですか旬以下のどれに晶てはまりますか。主なものを lつ選んで.0をつけてくださ L、
1 政府政治家・政党活動

2 国際関係(日制関係をのぞく)

3 日制関係(拙民地・戦争開辿，戦後補償閃辿のそ'く)

4 植民地時代植民地支配・第 2次世界大戦争関辿，戦後補償閃辿

5 経済

6 文化

7 社会

8 くらし

9 スポーツ

〈きっかけ〉

問8 ::の分析項目が伝えられることになった I 直接のきっかけは何ですか。おもに該当するもの Iつ選んでに.0をつけ

て下さい。

1 記念日(そのもの，行事，式典)

2 首脳会談国際会議

3 日本のマスコミ報迎

4 胸囲のマスコミ報泊

5 日本の首相の決定平発言

6 附田町大統領の決定や発言

7 日本政府・政治家の決定平発言(首相除く)

8 岬国政府・政治家の決定や発言(大統領除く)

9 日本の市民団体による活動や抗議行動

10 牌国の市民団体による活助や抗議行田J

11 日本での，テレビ番組放送や映画公開

12 料国での，テレピ番組放送や映画公開

13 過去の資料の発見や公開

14 日本国内の出来事や事件 (1-13以外)

15 師団圏内の出来事や事件 (1-13以外)

16 その他

17 不明

-155-



NHK放送文化繭査研究年報45

く論調〉

問9 全体的に見てこの項目は隣国をどういうふうに品In、ていますか。次の選択肢の中から lつ選んで，0をつけてください。

1 1~1定的 2 否定的 3 両方混在

4 1~1定的にも否定的にも描いていない。

同10 全体的に見てこの項目は日本をどういうふうtニ描いていますか。次の選択肢の中から lつ選んで，0をつけてください。

l 肯定的 2 否定的 3 両方混在

4 肯定的にも否定的にも11¥品、ていない。

間11 全体的に見てこの項目は紳国政府をどういうふうに描いていますか。次の選択肢の中から 1つ選んで， 0をつけてく

ださい。

l 好意的 2 非好意的 3 どちらでもない

問12 全体的に見てとの項目は日本政府をどういうふうに描いていますか。次の選択肢の中から 1つ選んで， 0をつけてく

ださい。

1 好意的 2 非好意的 3 どちらでもない

問13 全体的に，この分析項目は斡固と日本の「類似性J，または「逃Lリを強調する傾向がありますか。それと也そのい

ずれでもありませんか。 (SA) 

l 類似性を強制している

3 両方ある

2 述いを強制している

4 どちらでもない

問14 この分析項目には，料固に対する次のよう立表現が含まれていますか。

1 好意を表現している部分が含まれていますか

1 I立L、 2 いいえ

2 嫌悪感を表現している部分が含まれていますか。

1 IまL、 2 ¥功、ぇ

3 部敬を表現している部分が含まれていますか。

l はLミ 2 いいえ

4 峰践を表現している部分が合まれていますか。

l はL、 2 いいえ

問15 この分析項目は全体的に見て，日本の愛国心を鼓舞するように拙かれていますか。

I 故郷している。 2 故郷してい立い。

問16 この分析項目は全体的に見て，競争心を自主舞するようにj'M

l 故郷している。 2 鼓舞していない。
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問17 この分析項目は 1 内容が何で品れ，どういうふうに伝えられていますか。

く問題〉

A (表現の形式) 1つを選んで下さい。

l 事実を並べるだけの形式で伝えている。

2 t見リ隠者をひきつけるよう表現形式を工夫して伝えている。

B (表現の程度) 1つを選んで下さい。

l 誇張C，センセーンョナルな印識を与えている。

2 詩張していない。

問18 との分析項目は胸囲に問題が晶るように伝えていますか。

1 1;1:¥、 2 ¥刊、え

問19 この分析項目は日本に問題が品るように伝えていますか。

1 1;1:¥、 2 いいえ

日j[Wテレビ報道比佼調査研究

問20 この分析項目は，どのような問題や融問について伝えていますか。以下の問題で，伝えられている也のをすべてにO

をつけてください。

1 日腕漁業交渉 日脚漁業摩擦(李ライン交渉，述法潟市首余揃問阻止ど)

2， 賠償請?求縮問題

3 日本企業の進出・撤退に関する問題

4. 日脚貿易不均衡問題(胸囲からみて貿易赤字)

5. 貿易摩擦(日本の繊維輸入規制，榔国の輸入開放，日本による隣国製品妨害工作)

6 技術移転問題(日本による移中尉制iU問題など)

7 日本の防怖問題(防衛力増強， PKO，海外派兵，ガイドラインなど)

8. 日朝貿易問題

9 日朝交流問題

10 半島統一問題

11. KEDO協力問題

12 歴史認識問題(日本政治家による拙民地支配肯定発言，謝罪問題など)

13. 教科歯問題

14. 慰安婦問題

15 純国人の民族性を強調した問題(民族制気回復など)

16 在日勝国人問題(法的差別，指紋押捺問題など)

17. 日本文化流入問題(スピルオーバー，倭色文化など)

18 日本大衆文化開放問題

19. 日制経済協力問題(円借赦，経済支援など)

20 金大中事刊

21. 北朝鮮スパイ・工作問題(控致事件，侵入事刊，不審船'MIなど)

22 領土問題(竹島(独島)問題など)

23 ワールドカップサッカー大会共催問題

24. その他( ) 
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問21 この分析項目には，脚固に好意的な見解が伝えられていますか巴

l はい(→SQ) 2 いいえ(→問22)

SQ その見解はだれが伝えていますか。 (MA)
1. 7ンカーマン，キャスター 6 榊国人の有識者 1柿戚者，および団体組織の代表田役員(ビデオ登場)

2. 海外特派員 7. 一般の帥国人

3 園内記者・リポーター 8 日本人の有識者，栴戚者，および団体組織の代表役員(ビデオ登場)

4 ナレーター 9 一般の日本人

5. コメンテーター(スタジオゲスト) 10. その他

問22 .:の分析項目には，料固に批判的な見解が伝えられていますか。

l はい (-SQ) 2 いいえ(→問23)

SQ その見解はだれが伝えていますか。 (MA)
1. アンカーマン 1 キャスター 6. (11国人の有識者，椛成者，および団体組織の代表・役員(ビデオ登場)

2 海外特派員 7. 一般の抑国人

3 圏内記者田リポーター 8 日本人の有識者，権威者，および団体組織の代表役員(ビデオ登場)

4. ナレーター 9 一般の日本人

5 コメンテーター(スタジオゲスト) 10. その他

問23 この分析項目にはv 日本に好意的な見解が伝えられていますか。

l はい (-SQ) 2 いいえ(→岡24)

SQ その見解はだれが伝えていますか。(MA)

1 アンカーマン，キャスター 6 隣国人の有識者，権威者，および団体組織の代表・役員(ピデオ登場)

2. 海外特派員 7. 一般の帥国人

3 圏内記者・リポーター 8 日本人の有識者，構成者，および団体組織の代表役員(ビデオ登場)

4 ナレーター 9 一般の日本人

5. コメンテーター(スタジオゲス卜) 10. その他

問24 この分析項目には，日本に批判的な見解が伝えられていますか。

I はい(→SQ) 2 いいえ(→問25)

SQ その見解はだれが伝えていますか。 (MA)
1. 7ンヵーマン，キャスター 6 料国人の有識者，編成者，および団体組織の代表田役員(ビデオ登場)

2 海外特派員 7. 一般の帥国人

3 圏内記者田リポーター 8 日本人の有識者 1 権威者，および団体組織の代表役員(ビデオ登場)

4. ナレータ- 9 一般の日本人

5. コメンテーター(スタジオゲスト) 10. その他

問25 この分析項目の中で，アンカーマン(キャスター)やリポーターが個人的な意見，または解説を述べていますか。

l はL、 2 いいえ

-158ー



日腕テレピ報道比峡調査研究

く日韓関係〉

阿部 この分析項目は，綿固との優劣について伝えていますか。

l はい(→5Q) 2 いいえ(→岡 27)

5Q それはどのような也のですか。 (5A) 

l 日本の方が優れている。 2 牌固の方が優れている 3 同じ程度

問27 ;:の分析項目は，日本と胸囲の，今後の晶るべき関係について伝えていますか。

1 はい(→5Q) 2 いいえ(-問28)

5Q その関係はどのようなものですか。最也近い也のに lつOをつけて下さい。 (5A) 

1 対立関係 2 競争関係 3 協力関係

〈考えや見方〉

問28 この分析項目では，韓国に対する，次のよう立考え方や見方を伝えていますか。伝えていると思われるものにOをつ

けて下さい。

1. r隣国の人々の主張や考えに共感できる。料国との友好を大事にしなければならない。」というような考え方や見方

2. r碑国の人々の主張や考えは間過っている。批判しなければいけ者い。」というような考え方や見方

3. r柿国の人々とは{甘さ合いたくない。付き合うのはいやだ。」というような考え方や見方

4. r綿国のことを正しくに知ることが大事だ」というような考え方や見方

岡29 この分析項目では，日本に対する，次のような考え方や見方を伝えていますか。伝えていると思われるものにOをつ

けて下さい。

1. r日本の誤りや界を批判して，日本を反省させなければならない。」というよう止考え方や見方

2 円、ろんな競争で日本に勝って，日本を克服しなければならない。」というような考え方や見方

3. r日本を正しく知ることが大事だ。」というような考え方や見方

4. r隣国として親近さや親密さを感じさせる」ょう在考え方や見方

く相手国の文化への評価〉

問30 己の分析項目は， J;時国の文化について伝えていますか。

1 はい(→5Q) 2 いいえ(→岡 31)

5Q 文化について肯定的に描いていますか，否定的に描いていますか。 (5A) 

l 肯定的 2 否定的 3 両方混在 4 肯定的にも否定的にも描いてい止い。

〈相手国の国民性への評価〉

問31 この分析項目は， I~~国の国民性について伝えていますか。

1 はい (-5Q) 2 いいえ(-岡 32)

5Q 民族性について肯定的に描いていますか，否定的にtmいていますか。 (5A) 

1 1守定的 2 否定的 3 両方混在 4 肯定的にも否定的にも描いていない。
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〈日本(人)の描吉方〉

問32 乙の分析項目は，日本ないし日本人をどのように揃いていますか。以下の項目でそのように捕かれているものにOを

つけて下さい。

どちらも担品lれ、ていなL、

どちら也品品姉i目lit、ていなL、

どちら也品

どちらも品品拙i目IH、ていない

どちら也品揃~t 、ていない

どちら也品拙~~、てい立い

どちら也品摘ltミていない

どちら也品描~Pていない

どちらもf描白いていない

どちら也f捕前いていない

どちらも拙姉;れL、てL、ない

どちらもt蛇世前tれL、ていt在Eい
どちらも品姉目出『いていない

どちら也J出いていなb、

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

不公正

信頼できない

責任を持た止い

怠け者

健全な

敵対的/パッシング

閉鎖的/島国恨性

人種差別のない/差別的でない

平和的

倣憾でない

非伝統的

改革的

礼儀正しくない

個人主義的

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

公正

信頼できる

責任を持つ

勤勉

盟務した

友好的

開放的/受容的

入植差別/差別的

暴力的

倣慢で品る

伝統的

保守的

礼儀正しい

集団主義的

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

 

〈韓国(人)の描吉方〉

問33 この分析項目は，綿固ないし抑国人をどのように拍H、ていますか。以下の項目で，そのように拙かれているものにO
をつけて下さい。

どちら也捕いていない

どちら也捕L、てL、主い

どちらも描いていない

どちらも揃Lミていない

どちら也描いていない

どちらも抑件、ていなLミ

どちらも揃Lミていない

どちらも描いていない

どちらも拙件、ていなL、

どちらも捕Lミていない

どちらも拙品、ていなLミ

どちらも摘Lミてい立い

どちらも捕Lミていない

どちらも抑11、ていt.I:い

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

不公正

信頼でき立い

賞任を持たない

怠け者

健全な

敵対的/パッシング

閉鎖的/島国根性

人栂差別のない/差別的で止い

平和的

倣慢でない

非伝統的

改革的

礼儀正しくない

個人主義的

。
，
臼
ヲ
“

η
'
U
9
h
q
L
η
'
u
n
L
q
b
9
u
n
L

ワ
&
η
'
U
9
b
q，“

公正

信頼できる

賀任を持つ

勤勉

堕落した

友好的

開放的/受容的

人種差別/差別的

暴力的

倣慢である

伝統的

保守的

礼儀正しい

集団主義的

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

 

問7において選択肢[4Jまたは，間 20において [12Jから [15Jのうち lつでもOがついていますか。

いいえ(→コーディング終了)
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資料2 各カテゴリーの分類の例や定義(日本周)

1.政府・政治家・政党活動

政治:開国の議会)，大統領・大統領の家族 (1棋なる諮問的な扱いの場合を除く)首相・ J針目の家族 (Jjlなる話題的な

扱いの場合を除く)，政党，政治家の動向，閑職，法案

行政:各省庁，公務員，法律，条例，政令

政策:新しい腕国囲内政策(日本国内)，料国図内政策の変更(外交政策は国際関係)

選挙:制度，結果，述反，国政および地方選挙

政治的抗鱗・弾庄司政治的裁判.

学生デモ，市民団体によるデモ，反政府デモ，抗織デモ，政治的投獄，政治犯の恩赦・開放，政治活動に対する

裁判，抑圧に対する裁判，民主化運動

2.国際関係(日本関連を除く)

軍事・安全保障・防衛(日本関連を除<):

軍隊，基地 1 軍事援助，戦争，内戦，軍事演習

外交政策・外交(日本関連を除<):

外交政策，領土， ~却;U;，条約，協定，援助，難民，移民(労働以外の場合) ，要人の訪問，国際交流，国際交渉，

非軍事的紛争

南北問題・

南北首脳会談，雨北赤十字会談1北朝鮮からの亡命，軍事境界線に関する紛争，こぜりあい，小規模な軍事衝突，

国境侵入

3. 日緯関係(植民地・戦争関漣，戦後補償関連のぞく)

日本関連の外交政策・外交:

外突政策，領土，領海，条約，協定，援助，非軍事的紛争，竹島(独島)問題，北朝鮮援助問題(コメ援助)，日

朝交渉問題， KEDO (北朝鮮経済開発問姐)，北朝鮮核査察問題

日本関連の首脳外交.

大統領・首相の訪問，首脳の訪問，要人の訪問

日本関連の軍事・安全保障・防衛.

軍隊，基地，軍事援助，自衛隊，軍事交流， PKO，日本の新防衛政策

日本関連の経済政策・経済問題目

経済交流，経済援助，貿易不均衡問題，日本の市場開放，技術移転，純国の輸入規制解除，漁業交渉，航空交渉

(あくまで，政府レベルのもので，企業レベルのものは，経済のカテゴリーに入る。)
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日本関連の文化政策:

文化開放，文化交流(草の板交流レベル色合む)， W杯共催問題，倭式文化問題(文化侵略の問題としてあつかっ

ていない場合は文化カテゴリーへ。)，放送のスピルオーパー

日本外交関連の事件:

金大中事件

4，植民地時代・植民地支配・第2時世界大戦争関連，戦後補償関連

植民地時代の政策・制度，植民地支配.

制氏改名，地名の変更，独立運動への弾圧，保育盟条約，併合条約

歴史認識.

歴史F溺曲，歴史教科割問題，政府要人・政治家による問題発言(妄言問題)，村山政権での国会決議，村山首相

の謝罪親密，好太玉砕文論争，植民地時代の経済開発評価問題，日本右翼活動家による歴史認織発言

謝罪・補償・

従軍慰安婦，強制迎行，植民地支配に対する謝罪

在日朝鮮問題.

指紋押捺11;1)度，在日朝鮮人差別，朝鮮人被爆者

歴史の立て直し・

植民地時代の残搾の払拭，民族籾気の回復

文化財返還.

5，経済

経済政策・動向.

予算，経済収支，景気動向，経済界，独禁法

貿易:貿易対策(日本との貿易不均術問題は日抑関係のカテゴリーへ)，輸出入(神国の輸入規制解除問題は日脚関係

のカテゴリーへ)，関税，見本市，閑釜貿易

特定企業・産業.

エネルギー，鉱工業，建設，不助産，農林水産，浬輸，通信，企業，販売業，百貨脂，商社，胸囲企業の日本進

出，胸囲製品の日本進出，家電プランド製品の日本進出 1 ブアツ Y ョンプランドの日本進出，企業研究所の日本

での開設，駒田での日本企業1 純国での日本企業の経営(雇用問題については，社会のカテゴリーへ)，日本企

業の進出や撤退(雇用問題については，社会のカテゴリーへ)，特定技術

金融・匪券・市況'

金利，銀行，為替， li1t券，証券
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6，文化

教育:学校，教職員，学生，教科書

科学・技術:

発明，発見，観測，原子力技術，植物，助物，医学，宇宙

芸術・文化:

美術，文化交流，学会，文化過産，文学，クラッシック音楽，伝統芸能

大衆芸能・大衆文化:

ポピュラー音楽，流行歌，映画，音楽，演出1)，舞踊，興業， 7ァッション，カラオケ，アニメ，ゲーム 1 芸能人

マスコミ:

新聞，出版，放送，広告

著作権・著作権論争咽特許権:

7，社会

自然災害.

地震，火山噴火，山火事，台風，洪水など

事故，人的災害.

交通事故，船舶事故，航空事故，自殺，中毒，火事，爆発，石油流出，建造物の崩壊

事件町暴力・犯罪:

殺人，恭助，誘拐，過激派，麻薬，幼児I白待，汚職事刊，企業の巡法行為(禁輸品の密輸などに放火

労働:雇用，失業，貿金，労働組合，争議，移民(庖周にかかわるものに外国人労働者

環境:公害。公害対策，公害病，環境保誠，

市民運動・市民団体:

政治的行動は含まない

倫理・道徳・思想:

考え方，思想(!盟胎，性道徳，尊厳死，家族道徳など)

8，くらし

日常生活:

衣食住 1 婦人，背少年，こど也，家計，消費，家族，通勤交通状況，気候

話題:結婚，雌婚1 死亡，宝くじ，風俗，習慣，普行，趣味，余暇田旅行，休暇，紀行，祭り，季節の風物詩，珍しい

ファッション
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9.スポーツ

野球リーグなどの定期試合の結果，速報は除く。国際選子橋大会の単純な結果は除く。

スポーツ選手・チーム:

選手 1 チーム，コーチ，国際試合での活目i.表彰，記者会見

スポーツ団体:

スポーツ団体協会

イベント.

開会式，閉会式，スポーツ大会，大会行事，大会の紋様，実行委員会

応援:応扱団，国民の応援
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