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く，企業や組織が社会的に要請されていること
を自覚し行動する。要するに社会人としての良
識を持って行動するということです。ジャーナリ
ストであるNHK職員にはさらに高い倫理観が
求められています〉

ジャーナリストは，やはり一般の職業とは違った
職業倫理が求められるし，直接報道に携わらなく
とも，ジャーナリスト・マインドは，全職員が抱か
なければならない。今回の事件は，単に報道に
直接携わるものだけでなく，放送を支える全ての
職員が，真摯に重く受けとめなければならない。

さて今回取り扱う質問では，NHKの取材体
制のありようについても分析を試みたため自由
回答欄への記述が非常に多く，前回以上に現
場の生の声を伝えていきたい（そこで自由回答
の紹介では，回答者が「記者」の場合は「記」，

「カメラマン」の場合は「カ」で表記する）。

 3 人に1人が“クレーム受けた”経験
前号に引き続きアンケート調査の問21「ク

レームを受けた経験の有無」，問22「クレーム
で指摘された問題」，問23「代表的な例と特筆
すべきケース（自由回答）」から結果を見ていく。

前号で，「NHK不祥事」がいかに現場の取
材を困難に陥れているかを検証したばかりなの
に，本誌が発行されないうちにインサイダー取
引という新たな不祥事が発覚してしまった。こ
れは，2007年3月8日にNHK記者とディレク
ターの3人が，インサイダー取引をしていたとし
て今年1月16日から証券取引等監視委員会の
調査を受けたもので，すでに多くのマスコミで
報道された。

多くの記者，カメラマンにとって株の売買自
体無縁な者が多いが，報道に携わる者は，他
の職業に比べて事前に情報をキャッチできたり，
様 な々誘いがあったりすることも事実だ。実際，
筆者も2度大きな取引を持ちかけられた経験が
あるが，記者をしている以上，「李

り か

下に冠
かんむり

を正
さず」「瓜

か で ん

田に履
くつ

を納
い

れず」の例え通り，丁重に
お断りした。

数々の不祥事が発覚した後，再生を期した
NHKに初めての新入職員を迎えた2006年4
月。当時のNHK放送研修センター理事長井手
上伸一は，新人たちを前にこう述べている。
〈信頼回復のキーワードであるコンプライアン

スの推進は，法令順守と訳されます。しかし，
単に法律や規則を守ればいいということではな

取材現場で何が起きているのか〈下〉
～ 2007年  NHK記者，カメラマンアンケート調査結果から～
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今回の不祥事では，1月17日の報道から1週
間で1,546件と，芸能プロデューサーによる横
領事件やスポーツ報道センター・プロデューサー
のカラ出張のときを上回るクレームが視聴者
コールセンターに寄せられている。

前号の問2「どういう局面で社会の目の厳しさを
感じるか」という自由回答で，「マスコミ不信」に次
いで多かったのが，「クレームを受けたとき」だった。

クレームを受けた経験の有無を複数回答で
聞いたところ，「経験がない（1%）」と「無回答

（67%）」を全体から差し引いた32%，3人に1
人がクレームを受けた経験を持つ。クレームで
指摘された問題を複数回答で聞くと，「放送し
た事実関係や表現」が，受けた経験のある人の
51%と最も多く，次いで「ニュースの扱いの大小

（経験のある人の23%）」と「取材の仕方につい
て（同23%）」だった。

クレームを受けた経験がある人で，「代表的
な例と特筆すべきケース（自由回答）」を書いた
人は，記者で134人，カメラマンで66人，職
種不明で6人，の合計206人で，クレームを受
けた経験のある人の92%に上った。

では，具体的にクレームの内容を見てみよう。
クレームが多い取材先は，警察や検察，国税
など捜査関係だった。
「2課もので，県警幹部（注・回答は誰かを

特定できるので，取材源の秘匿のためこういう
表現にした）から取材して独自ダネを書いたら
捜査2課長から『捜査妨害だ』と抗議を受けた」

（東北・30代・記），「特ダネを書いたら『事件
がつぶれる』と捜査当局から言われた」（九州，
首都圏・40代・記），類似ケースでは，「まだ立
件していない余罪について書いた」（東京・30代・
記）と枚挙にいとまがない。

ただこういうケースもある。

「リポートで犯行の手口を解説したら，警察
から『模倣犯が増える』とクレーム」（九州・20
代・記）。

個人情報とも関連してくるが，「窃盗事件で被
害者から『住所などをニュースに出さないで』と
いわれた」（中国・20代・記），「県職員の自殺を，
警察は原爆症を苦にしたと発表したが，知事選
をめぐる事情聴取を受けた直後の自殺と放送し
た。刑事部長からクレームがあったが，はねつ
けた」（中国・60代・記），「警察官のセクハラ問
題で，警官の言い分を書かなかったら，『一方
的だ』と」（九州・20代・記）。

事件や事故，裁判に絡んで容疑者や被害者
からのクレームも少なくない。
「自転車の酒気帯び運転で事故を起こした

主婦をニュースにしたら，夫から『けがをさせ
た相手とは話がついているのに，なぜいまさ
ら蒸し返すのか』と言われた」（四国・20代・
記）。道路交通法違反事件のニュースが一時
期注目され出稿も多かっただけにこんなクレー
ムもあった。
「交通死亡事故の企画で，死亡した人がス

ピードを出しすぎていた事実を放送したら遺族
から抗議された」（近畿・40代・記），「珍しい
駐車違反の裁判で，最高裁が無罪を言い渡し
たため被告を実名報道した。初めて報道された
こともあって強い抗議」（中部・30代・記），「贈
収賄事件で収賄側と贈賄側が韓国に一緒に旅
行していたという関係者のインタビューを報道し
たら，後日被疑者側から『事実と違う』と抗議
された」（近畿・30代・記）。

この場合，事実関係が違ったのかと気になっ
たので，直接記者に聞いたところ，「最近は
国内旅行だったが，10年前は韓国旅行をして
いたことがわかった」との回答だった。インタ
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ビュー後の「裏取り」が必要なケースだ。
「犯行現場の映像に会社のロゴが写っていて，

『犯人扱いされた』と」（中国・20代・記）。撮ら
れた側からすればそうしたクレームもあるかも知
れないが，犯罪現場である以上こうしたケース
はありうる。

ただし，次のようなケースは自分が逆の立場
に立ったときに恐ろしくなる。
「地どり（注・現場を回って取材すること）で，

特定の人物に関する情報を聞いて回った際，そ
の人物が犯人であるかのような印象を地域の人
に与えてしまった」（中国・20代・記）。

犯罪被害者などでの周辺取材の際も，必ず
指摘されるが，聞き込みの方法や内容など最
も注意しなければならないし，あえて取材を
する必要があるのかどうかも事前に吟味する
ことが重要だ。アフターケアをどうしたか気に
なった。

行政，病院，学校関係も順に見ていく。
「自衛隊員の懲戒処分で，処分になる事案が

起きた当時に所属していた部署の映像を使うよ
うに言われた」（北海道・20代・記），「行政の
落ち度を指摘するとクレームがつくことが多い」

（九州・30代，東京・20代・記他），「罠にかかっ
た子熊を山奥に放した際，地域の名前を出した
ら市から」（中部・30代・記）。

次のようなケースは，元身内と言えども容赦
しないという事例だ。
「東京に在職中，諮問委員会が提出した書類

を独自に入手して，委員会のメンバーである著
名な（NHK）OB作家に取材を申し込んだが受
けてもらえず，放送後になって作家から局の幹
部にクレームが来た」（近畿・30代・記）。

医療関係も敏感だ。
「医療過誤事件などで病院や医療機関から名

前を出すなといわれた」（東北・20代・記），「結
核の院内感染を隠

いんぺい

蔽していた病院を取材した
ら，病院長の家族から『うちを潰す気か!』と」

（東北・30代・記）。国公私立にかかわらず，病
院は公共機関である。

学校関係では，「いじめがあった学校を実名
報道したところ学校側代理人から『実名は止め
てほしい』と」（東京・40代・記），「はしかにかかっ
た学校の生徒の学年をニュースで出したら学校
から抗議が来た」（首都圏・20代・記），「不正
入試で入学した学生本人に覆面インタビューした
ら，親からクレームが来た。結局放送には使わ
なかった」（中部・40代・記）。本人が成人かどう
かにもよると思う。

企業の抗議もこのところ増えている。
「問題企業の玄関前で中継していたら抗議さ

れたが，公道上だったので続行した」（東北・
40代・記），「両親がパチンコ中に，車内に残さ
れた幼児が死亡した事故で，パチンコ店の駐車
場を撮影したら『店のイメージダウンにつながる
から止めてくれ』とクレーム」（北海道・40代・カ）。
さらに企業関連の事案としては，こうしたケー
スもあった。
「特殊塗料を塗った製品の紹介をしたところ，

別の会社から『あの会社はうちの特許を侵害し
ている』とクレームがついた。会社同士は特許
をめぐっては，その後和解している」（四国・30
代・記）。

実名報道と顔出しインタビューもクレームが
多い。
「匿名発表の懲戒処分を独自取材で実名報

道して抗議を受けた」（東京・30代・記），「ヘル
パーを取材した際，事前に顔が写ると説明して
いたのに，後になって顔出しについてクレーム
が来た」（中国・30代・記），「地下鉄の女性専
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用車両ができるニュースを放送したところ，写っ
ていた女性から『勝手に撮らないで』と」（首都
圏・30代・カ），これとは逆のケースで，「女性
専用バスの取材で，乗ることができずにいるバ
ス停の男性を撮影して放送したら抗議が来た」

（勤務地域・年代不明・カ），「普通にぶら下が
り（注・各社と一緒に立ち止まってする）イン
タビューで，撮った相手から『顔が出るとは思
わなかった』と抗議された」（近畿・20代・カ），

「ホームレスの人を撮影した際，『着ているジャ
ケットでだれか分かってしまう』と」（首都圏・
30代・カ）。

注意しなければならないケースには，「他社
と一緒に顔を入れ込んでインタビューを取り，当
然納得ずくだと思って放送したら，『了解を得て
いないのになぜ放送した』と抗議を受けた」（東
京・40代・記，同様の30代・カ），「不祥事会
社の株主総会で他社に相乗りする形で株主にイ
ンタビューしたら，放送後クレームが来た」（首
都圏・30代・カ）と双方の思い込みの違いが原
因のケースもある。

放送法によって，災害の予防や被害の軽減
に役立つ放送をすることが義務付けられ，「災
害基本法」などで，報道機関としては唯一の

「指定公共機関」であるNHKにとって，最も重
要な取材テーマである「災害」に関してのクレー
ムには，より注意を払う必要がある。
「地震の被災地で被害家屋の取材やインタ

ビューをして放送したところ，『本人の苦痛を考
えろ』と別世帯に住む弟からクレームがあった」
と，その上で，「取材の痛みは，取材を受ける
周辺にも及ぶことを学んだ」（首都圏・30代・記）
と答えている。「台風の際，鉄道の運休を，な
ぜもっと放送しないのか」（首都圏・30代・記）。
同様に「もっと地震の報道を」（首都圏・20代・

記），「洪水の恐れのない河川を，恐れがある
河川について触れるときの例として，その映像
を使ったところ『誤解を生じる』と国交省からク
レームを受けた」（首都圏・20代・記）。

はたして“洪水の恐れのない河川”と言い切
れる河川があるのだろうか。
「尼崎の列車脱線事故の際，病院や遺体安

置所で『患者や家族の顔がわかるような映像は
止めてくれ』と抗議された」（中部・30代・カ）。

同様の「事故で死んだ家族から放送しないで
くれと言われた」（北海道・20代・カ）などのケー
スは沢山あるだろう。

しかし「老人が焼死した火災現場で，遺族か
ら『我々の心情を察するなら映像を撮影するな』
と強硬に抗議され，記者デスクと相談のうえ，
映像取材を取りやめた」（中部・40代・カ）とい
うケースは詳細は分からないが，焼死者が出た
火災でも，強く抗議されると撮影を止めてしま
うのか，と首を傾げた。

表記や表現方法についてはテレビ放送開始
直後から最も多い指摘だ。
「医療過誤訴訟で，タイトルスーパーで慰謝

料の金額を出したところ，『お金が目的ではな
い』と遺族から」（首都圏・20代・記）。

しかし，次のような場合はNHKの自主性を貫
くべきだ。
「役所の監視カメラについて『監視ではなく警

備だ』と言われた」（東京・30代・記），「電力
会社が『不適切』と説明したが，事実どおり『不
正』と表現したら，先方からクレーム。そこで

『わざとやれば世の中では不正という』と返答し
た」（中国・40代・記），「わかりやすい表現にし
たら，難しい教育用語をそのまま使えといわれ
た」（東京・30代・記）。

この他，「独自取材なのに『～によりますと』
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とクレジットをつけたら，『うちは発表していな
い』とクレーム」（近畿・20代・記）は，当局の
権威に寄りかかり過ぎだ。

知識不足やケアレスミスによって起きてしまう
ニュースの間違いにもクレームはつきものだ。
「『酒気帯び運転』を『酒酔い運転』と書いて

しまった」（首都圏・20代・記），「地名のスーパー
が間違っていた」（首都圏・40代・カ），「土地取
引をめぐるトラブルで，思い込みで間違えて隣
接の土地を撮影，放送してしまい，お詫びをし
た」（中国・50代・カ）。

新人・ベテランを問わず「完成された商品」を
めざすしかない。

扱いの大小，長短をめぐる次のクレームは，
取材の時点で過度の期待を持たないように伝え
ておくなど，取材相手を慮る必要がある。
「インタビューしたのに放送しなかったことを

本人には伝えたが，家族から猛烈なクレーム」
（東北・30代・記）をはじめ，同様の「使わなかっ
たことへのクレーム」（中国・30代・記），「メイ
ンで扱われると思っていたものが，構成上差し
替わり，嫌味を言われた」（近畿・30代・カ），「30
分インタビューしたのが，30秒しか使われなかっ
た，とクレームがあった」（首都圏・40代・カ）。

中には，「遠泳の撮影をした際，泳ぎ手たち
が使ったバンガロー施設の提供者が，施設名を
テロップで出すように急に要求してきた。チーフ・
カメラマンが説得して『地元の人たちの協力を得
て……』で納得してもらった」（中国・20代・カ）。
思い込みのせいなのか，急に思い立ったのか，
いずれにせよ「『新放送ガイドライン』で広告・宣
伝になるような社名・商品名は出さない」と言っ
て断ればいい。

扱いの不平等も事前に説明しておかないと厄
介なことになりがちだ。

「祭りの取材で，2グループを撮影したが，放
送は一方だけだったので放送後，『偏っている』
とクレームがついた」（中部・30代・カ）。

親戚や周囲の人たちに「テレビに出るよ」と
触れ回るのは，当然のことだけに失望感が大き
い。「出ないこともある」旨をきちんと伝えておく
ことも取材のマナーだ。

また，次のような事例もある。
「行政処分を受けた側のインタビューで，放

送時間が不十分だと」（東京・30代・記），「訴
訟事案をラジオでは放送したが，テレビでは扱
わなかったことへの抗議」（北海道・30代・記），

「漁業権の行使と環境保護をめぐってリポートし
た後，キャスターが一方に肩入れするようなコメ
ントをしたため，漁協からクレームが来た」（中
国・40代・記）などは，誠実に相手の話を聞く
しかない。

障害者の取材では特に撮影をめぐってクレー
ムも以下のような事例がある。
「クリスマス・プレゼントを障害者に贈るとい

うニュースで，門柱の表札に気づかず撮影，放
送してしまった」（首都圏・50代・カ），「ロング
の映像の中に障害者がたまたま写っていた」（首
都圏・40代・カ）。逆に，「ある賞の授賞式で，『障
害者の方が映っていなかった』とクレーム」（四
国・30代・カ）。

ニュースの持つ意味にもよるが，隠さねばな
らないようなことなのか，逆に特別写す必要が
あるのかで判断すべきではないか。

メディアスクラムとクレームはある種表裏一体
とも言える。
「ひき肉偽装事件で，従業員へのメディアスク

ラムで本人たちから抗議」（北海道・20代・記），
「殺人事件の容疑者と思われる人物の自宅前に
多数のマスコミと陣取って取材した際」（首都圏・
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20代・カ）。この点については，前号の「メディ
アスクラム」でも触れた。

 身近な存在としてのテレビへの注文
こうして多くの事例を見ていくと，報道する

我々が一方的にクレームだと受け止めている
ケースもあるのではないだろうか。もちろん捜
査当局や行政をはじめ公的な機関からのクレー
ムには毅然と対応すべきものが多い。

ただ放送された「市民」の側からのクレーム
には，様 な々意味合いがあるのではないか。

かつて「放送」は「送り放し」として，一方
的に伝えるだけであった。「おかしい」と疑問
をもっても巨大組織の前に，抗議することが憚
られ，「もの言えば唇寒し」と諦めていた時代
が長く続いた。テレビ放送が始まった55年前，
テレビは，「床の間」に鎮座していた。しかも埃
よけのクロスが掛けられ，正座して見るか座椅
子に腰掛けて見ていた。それはまさに「神 し々
い」存在だった。しかし高度成長と並走するよ
うに，テレビは庶民のものとなり，リビングで
ソファーに寝転びながら見る身近な存在になっ
た。いまや映画のスクリーンのような大型画面
で，しかも壁に掛けられたままリモコンで操
作し，双方向でやり取りをする時代だ。つまり

「神」だったテレビが，「客」になり，いま「家族」
になったように，テレビ画面の向こう側にいる
視聴者は，気軽に注意し，文句をいい，注文
をつけるように変わってきた。しかし，テレビの
こちら側の発信する我々には，旧態依然とした

「見せてやる，出してやる」といった高慢な意識
が，知らず知らず澱のように内在しているので
はないだろうか。「なぜ」クレームを受けたのか，
検証してみる必要がある。

 記者クラブ「あった方がいい」65%
問30で「現在のような記者クラブ制度につい

て最もあなたの考えに近いものを1つだけ選んで
ください。差し支えなければその理由も書いてく
ださい」と，記者クラブ制度について聞いたとこ
ろ，「記者クラブ制度はメリットがあり，あったほ
うがいい（24%）」+「記者クラブ制度はそのあ
り方を改革した上で残すべきだ（32%）」が56%
で，「記者クラブ制度はデメリットが大きいが，
必要悪として存続するのはやむをえない」として
消極的に認めている9%を加えると実に65%が

「あった方がいい」と回答しており，「なくすべき
だ」の5%を大きく上回った。

これを職種別で見てみると記者は，
① 改革した上で残すべきだ ・・・ 33%
② あった方がいい ・・・・・・・ 27%
③ 何ともいえない ・・・・・・・ 20%
④ やむをえない ・・・・・・・・ 10%

の順で，「なくすべきだ」は，5% に留まった。
記者は 70%（① + ② + ④）が「記者クラブ」
の存続を認めている。

これに対してカメラマンは，
① 何ともいえない ・・・・・・・ 31%
② 改革した上で残すべきだ ・・・ 31%
③ あった方がいい ・・・・・・・ 19%
④ やむをえない ・・・・・・・・ 8%

で，「なくすべきだ」は4% だった。
記者クラブに直接関わる記者の方が，「あっ

た方がいい」と逆に「なくすべきだ」のいずれも
カメラマンより多くなっている。

記者クラブについては，多くの学者，研究者
がメリット，デメリットについて言及している1）。
しかし現場の記者，カメラマンは，どう考えて
いるのか，それぞれの具体的理由（自由回答）
を見てみる。
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まず「あった方がよい」のケース。
「メディアの総意として行政・警察にもの申す

ことができるのは，クラブだけだ」（東京・40代・
記），「取材拒否の際，圧力団体になる」（北海道・
40代・記），「当局とやり合うとき，『クラブの総
意で』の言葉を出して闘った方が，より相手が
動くことが多い」（四国・20代・記），「情報開示
や改善要求ができる」（首都圏・20代・記，四国・
20代，九州・30代・カ），そして，「現実問題と

してマスコミは，クラブがなければ当局に対し
てさらに弱くなる」（東京・40代・記）。
「圧力団体」という捉え方には，果たしてそれ

でいいのか首を傾げるが，表現に差はあるもの
の個別では弱くても団結すれば強い日本のマス
メディアの体質を表している。

もう一つの要素としては，「取材拠点として便
利」（中部・20代・記，同様多数），「他社の動
向もうかがえる」（東北・20代・記），「最低限の
情報確保の労力を割くため」（四国・20代・記），

「他社と切磋琢磨できる場所」（四国・30代・記），
「会見を主催できる」（東京・30代・記），「共有
できる情報がある点で，メリットがある」（中国・
30代・カ，同様多数），「幹事連絡や発生もの
など，情報が迅速」（首都圏，東北・20代・記，
近畿，中部，九州・30代・カ他多数），「官公
庁や一般から情報が入りやすく，集まってくる」

（東北・60代・記），「発表ものを落とすことが
ない」（近畿・40代・記，北海道・20代・カ），

「自分がいる報道室は記者一人体制で余力がな
い。画一的な取材はクラブを通した方がいい」

（東北・30代・記），「その機関を専門に取材す
る場合には，原稿を書く場所が確保されてい
る方が楽，メリット，デメリットのどちらが大き
いかは取材者の心がけ次第」（東北・20代，東
京・30代・記），「取材される側も時間的メリッ
トがあり，各社バラバラで取材するより早く済
む。時間との勝負でもある現代では必要」（東
北・30，40代，近畿・40代・記）等 ，々情報
収集の拠点として便利だと強調している。

この他，「メディアスクラムの対応」など取材
の交通整理をあげた事例も目立った。
「メディアスクラムのときの仕切り役，窓口を

特定できる」（首都圏・40代・記），「大事件の際，
一時凌ぎのルール無視のワイドショー取材チー

記者クラブ制度（記者の回答）

改革した上で
残すべき
（33.0％）

何ともいえない
（20.0％）

やむをえない
（10.1％）

あった方がいい
（27.3％）

なくすべきだ
（5.2％）

無回答
（2.1％）

記者

その他（2.3％）

記者クラブ制度（カメラマンの回答）

何ともいえない
（31.2％）

あった方がいい
（19.2％）

なくすべきだ
（3.5％）

改革した上で残すべき
（30.8％）

やむをえない
（8％）

カメラマン

無回答
（5.8％）

その他（1.9％）
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ムを規制する上でも必要」（九州・30代・記），「大
事件で民放のワイドショーや雑誌などが大勢取
材に押しかけてきたとき交通整理ができる」（首
都圏・20，30代・記）。

ワイドショーや雑誌が一律にルールを無視し
ているわけではなく，そういったケースも見られ
たと言う意味に理解したい。

中には，こうした本音も寄せられている。
「ローカル局では日々のニュースを埋めなくて

はならず，理想を言っても仕方がない。あった
方が便利なのは紛れもない事実だ」（中部・40代・
記，近畿・30代・カ），「NHKはクラブ制度で
恩恵を受けている」（首都圏・20，30代・記），

「NHKの人員で取材をしていくのならあった方
が便利。なくせばもっと後追いが現実的に増え
る」（中部・40代・記）。

そして記者クラブ制度を容認しつつ，「一定
の規律がないと取材する側もされる側も混乱す
る。独自取材は別個にやればよい」（北海道・
20代・記），「記者の倫理観がしっかりしていれ
ば問題ない」（九州・20代・記）と割り切っている。

では「必要悪」と認めている理由としては，
「エリアが広い地域では，クラブからの連絡は
助かる」（北海道・20代・記），「日本は地方で
もメディアが多いので仕方がない」（九州・30代・
記），「内輪の理屈が通ってしまい，馴れ合い
を生む。しかしNHKとしても取材者としても便
利だし既得権だ」（東京・年代，職種不明），「い
まあるものをわざわざなくす必要はない」（近畿・
40代・記），「日常的な発表連絡，取材先に各
社が一致して対応すべき場合を考えると必要。
安易な解禁などのしばり（注・当局やクラブ内
で解禁時間を設定）を受けることは避けるべき
だ」（近畿・30代・記），「一致団結すると首長
や議員ら権力者に説明責任を果たさせること

ができるから良いが，逆に横並び主義になり，
独自取材をすることが難しくなる」（中国・20代・
記），「ますます閉鎖性を強める警察をはじめ，
1社ではなかなか対応しない取材相手などに申
し入れる際，有効だから」（中国，首都圏・20代・
記）と内容的には「あった方が良い」の回答と
それほどの違いはないが，批判的な部分では，
こちらの方が客観的に受け止めている。
「一部の大メディアの仲良しクラブが権力か

らの情報を待っている感は確かにある」（九州・
20代・記），「役所，警察などが適宜にクラブ
に便宜を図るため，叩くときに強く出られなく
なる恐れがある」（九州・20代・記），「クラブ
がないと自分たちを批判しない“お利口さんメ
ディア”のみに情報が偏る恐れがある」（勤務
地不明・20代・記）。

メリット，デメリットを見極めているケースで
は，「横並び取材のデメリット，取材先にプレッ
シャーを与えることができるメリット」（中部・30
代・記），「これに代わる体制がすぐにはできそ
うにない」（首都圏・30代・記）。

そして記者クラブ制度の改革については，こ
う考えている。
「もう少し開かれたクラブにすべき。加盟社

以外を排除しない」（東京，首都圏，近畿・20
代・記），「外国メディアなどにも開放を」（中部・
30代・記），「雑誌記者なども入れる記者クラブ」

（北海道・40代・記，東京・30代・カ），「特権
的なことをなくし，民主的に開かれたクラブに
改革」（東京・30代，首都圏・40代・記），「記
者会見は，オープンに誰でも参加できるように
する」（首都圏・30代・記）。さらに，「従来の
新聞，通信，放送各社だけでない記者クラブ
の創設」（近畿・30代・記）と門戸開放を呼び
かける声が強い。
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トラブルの原因となる事案については，「し
ばりをなくす」（九州・20代，近畿・30代・記），

「提供資料の解禁時間をなくす」（九州・40代・
記），「場所提供料などを支払う」（北海道・50代・
記），「経費の透明性，過度の便宜供与を受け
ず」（東京・30代，中部・40代・記，首都圏・
30代・カ）などを上げている。

このほか「情報が集まる取材拠点としては大
いに活用すべきだが，“圧力団体”になるべきで
はない」（近畿・40代・記），「閉鎖的体質を改め，
親睦的要素を残しながら取材拠点として存続さ
せる」（九州・30代・記），「記者クラブの自浄作用・
自己検証システムを確立すべき」（北海道・20代，
東北・40代・カ）。

その上で，「長野県庁の記者クラブ 2）のように
するのもいい」（東京・20代・記）といった意見
もあった。

では，「廃止すべき」だと回答した人はどうい
う理由からだろうか。世界各国の事情との比較
などから，「特権はおかしい」として「廃止」を
主張する事例が散見された。
「海外メディアやネットニュースなど新進メ

ディアも同列に扱ってこそ民主国家だ」（首都圏・
30代・記），「世界的にクラブ制度は存在せず，
取材の自由を制限してはならない」（東京・40
代・記），「既存の報道各社が特権を得ている
情況は単純に異常だ。報道が均一化されてい
る現実はある。新しいニュースメディアの参入
を拒むべきではない」（北海道・20代・記）とあ
り，「大手メディアのみが特権を持っているのは
異常」（北海道・40代・カ），「警察や官公庁が
特定の報道機関にしか広報しないのはおかし
い。すべてに公開されるべきだ」（近畿・20代・
記），「当局がクラブ員以外の取材を受けなくな
る」（勤務地不明・30代・記）との批判に通じる。

このため「身内意識が芽生え，報道が萎縮し
てしまう。クラブ外の取材者に門戸が開かれて
いない」（首都圏・40代，東北・50代・カ），「取
材先との癒着，情報操作」（近畿・30，40代・
カ），「結果的に当局にリードされてしまう」（四
国・40代・記）といった懸念が生まれる。

それならむしろ，「インターネット時代なので
行政機関の細かい広報は，ネットで十分」（九州・
30代・カ）として「さっぱりする」（中国・40代・記）
方が良いという回答もあった。

おそらくマスコミの当事者以外からの批判の
要諦は，次の意見にあるといえよう。
「取材先の施設の一角やマンパワーを提供し

てもらうようなことでは，マスコミとしての立場
がない」（九州・20代・記）。

しかし「廃止」の主張は，小気味よいのだが
あくまでも4.7%と圧倒的な少数派である。

次は，記者クラブによる「制裁」についてだ
が，予測された「クラブ制裁」を挙げる人が少
なく，実際にクラブ制裁を受けたと答えた人は，
記者で2%，カメラマンで1%，全体では2%
だった。

これを地域別に見ると多かったのが近畿と九
州の4%，以下東京，中国，中部，首都圏となっ
ており，北海道，東北，四国はなかった。

自由回答からの具体的事例として，「発表さ
れたニュースに独自に『解禁』を設けられた」

（首都圏・30代・記），「解禁破りをして登院停
止（注・役所の建物自体に入れないということ）
になったが，各社と個別に交渉して解除させ
た」（東京・30代・記），「白（黒）板協定違反（注・
解禁時間などクラブ内のしばりを板書するので
こう呼ばれる）として抗議を受けたが，協定違
反に当たらないと理解を求めて納得してもらっ
た」（近畿・20代・記）と，のきなみ「解禁」「し
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ばり」が中心だと分かった。
「『しばり』についての解釈が他社と違ったた

め。謝罪はせずに制裁を受けた」（九州・20代・
記），「殺人事件で，現場の小学校を取材する
際，『子どもたちが映るような取材はしない』と
クラブで取り決めたが，下校時間が終わり，子
どもたちがいない校門前で立ちリポートをした
ら，クラブから『学校前での取材は他社も控え
ているのにNHKだけおかしい』と制裁を受け
た」（九州・30代・記）。

九州で子どもが殺害された事案ということで
調査してみた結果，以下のことが判明した。

これは，2004年長崎県佐世保市立大久保小
学校で起きた6年生の少女による同級生殺害
事件に関連した取材をめぐって起きたものだ。
05年（平成17年）3月17日，小学校の卒業式
の取材について，PTA側から条件がつき，佐
世保市政記者クラブで〈PTAとの協定で，当日
は登下校中の児童や，学校の全景を捉えた映
像について縛りが発生します。記者クラブ加盟
社の公平を保つため，記者クラブが交わした協
定を破った社には，ペナルティーを科します〉と
の内容のクラブ協定が結ばれた。NHKは，ハ
イビジョン撮影のため代表取材を行い，卒業
式は午前11時過ぎに終了，NHKは各社に映
像を配信し，各社とも滞りなく放送された。そ

の後，NHKは午後3時過ぎに，卒業式を受け
る形で，記者リポートを学校前から収録し，午
後6時10分からの「もってこい長崎6」で放送
した。

これに対して4月18日，NHK長崎局長と佐
世保支局長あてに佐世保市政記者クラブ幹事
社（長崎国際テレビ，毎日新聞）から【佐世保
市政記者クラブ除名の件】と題した文書が届い
た。内容は以下の通り。

〈貴協会の大久保小学校取材の件で，市
政記者クラブ総会を開きました。協議した上，
貴協会に対し，佐世保市政記者クラブ会則に
基づき以下の措置を執ることを決議しました。
1， NHKを4月19日付で市政記者クラブか

ら1ヵ月（5月19日まで）除名する
2， NHK が記者クラブ内の申し合わせ事項

を破ったことを認め，謝罪しない場合は，
1ヵ月の除名後も，引き続き除名処分を
延長する。

《理由》
小6同級生殺害事件で，大久保小学校の

卒業式取材にあたり「当日は学校敷地外から
の校舎撮影も避ける」と，記者クラブ内で貴
協会の記者も協議に加わった上で，文書で申
し合わせたにもかかわらず，当日に同小学校
前で実況リポートを実施したため。また，各

警視庁 9 階にある記者クラブ
（NHK のボックス）
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社から申し合わせに背いた事実を指摘された
にもかかわらず，その事実をわい曲し，謝罪も
ないため。貴協会の対応が，市政記者クラブ
会則の除名要件である会則14のロ（クラブの
運営や加盟各社の取材活動に支障を及ぼした
とき）に該当すると判断しました。    以上 〉
この事案についてNHKでは，「当日」という

のが，「卒業式が終わって関係者がいなくなっ
た」時点で解除されると判断したようだ。 

当時のNHKの報告文書によると，〈このこと
に関するPTAや視聴者など，他からのクレー
ムは一切ない〉と記載されているように，本来
ならNHKだけでなく，佐世保市政記者クラブ
の全社が（といっても新聞社は誰もいない卒業
式の終わった校舎の写真は必要ないだろうが，
記者マインドとして）取材する積極的姿勢が
あってしかるべきではないか。取材する側が自
らの取材範囲を狭めよう狭めようとしているよ
うに窺える。ちなみに長崎新聞は「NHKは間
違っていない」と主張，西日本新聞，長崎放
送も同様だったと当時の記録は伝えている。

この結末を示す2005年5月18日付けNHK
局長，支局長あての文書がある。

幹事社は朝日新聞，長崎文化放送。
〈【佐世保市政記者クラブ除名処分解除の

お知らせ】
大久保小学校の卒業式取材における貴協

会の協定違反について，4月19日付けで除名
1ヶ月とする処分を佐世保市政記者クラブとし
て決議しましたが，貴協会の然るべき地位の
方から同日付で事実関係を認める文書が届い
ていることに鑑み，本日18日いっぱいをもっ
て処分を解くことを通知いたします。〉
NHKは，新聞・テレビの報道責任者会議で，

「申し合わせ事項にある『当日』という言葉の意

味をきちんと確認しないまま取材を続けたこと
が原因であり，そのことで加盟各社の信頼を損
ねる結果を招き，クラブの運営でも支障を及ぼ
すことになった」として文書で詫びた。

おそらくNHKが謝罪した大きな理由は，1ヶ
月の処分を受けた以降も，「謝罪しなければ，
無期限除名」という匕

あいくち

首を突きつけられて，涙
を飲んだということだろう。

記者クラブについては，2002年1月（2006年）
3月に一部が改正）に，日本新聞協会編集委員
会によって，『見解』が公表されている3）。

この中の「【解説】4，協定と調整」では，〈本
来，報道協定と呼べるものは被害者の生命，
安全に配慮して報道各社間で結ぶ誘拐報道協
定，日本新聞協会が各社間協定や申し合わせ
として正式に認めている叙位・叙勲・文化勲章・
文化功労者などの報道に限られる。解禁時間
を設定する協定は，限定的に適用すべきであっ
て，仮にも自由な取材・報道を妨げるようなこ
とがあってはならない〉としている。

誰のための取材なのか。視聴者・読者のた
めの取材なのに社内向けや自分のための取材
と勘違いしているのではないか。記者クラブの
閉鎖性を改めて考えさせられた。

専修大学准教授の山田健太氏は，〈誘拐事件
以外でも報道自粛が行われる事例が発生してお
り，こうした「不報協定」が拡大することには疑
問の声が強い〉4）と指摘している。

 取材先による「出入り禁止」
今度は，捜査機関や行政など取材対象が行

う制裁としてある「出入り禁止を通告されたこと
があるか」について回答を求めた。こちらも決し
て多いわけではないものの，「ある」と答えた人
は全体で8%（記者13%，カメラマン1%）だった。
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多い地域は「東京」20%で，他の地域は「九
州」8%，「東北」7%，以下四国，大阪，首都
圏，中部，中国，北海道など全国平均を上回
る地域はない。

この3年間で「出入り禁止」を言い渡された
具体的事例は，ほとんどが「特ダネ」に絡むも
ので，その多くが検察，警察であり，担当する
20代から30代前半の記者に集中している。あ
えて書き分ける意味を見出しにくいのだが，20
代の女性記者が対象になっているケースが少
なくない。特に警察は女性記者には厳しいの
か，夜回り（注・夜間自宅等に取材すること）
に来られて迷惑なのか，この回答だけでは判
断しにくい。

では順に具体的事例を見ていこう。
「郵便局で起きた強盗事件で，被害額を警察

は1,000万円と発表したが，こちらの独自取材
で1,520万円だとわかり，警察に事前通告無し
にニュースにしたため警察署への1週間」（北海
道・20代・記），「警察が出さないで欲しいといっ
た情報を盛り込んでニュースにしたら，当該警
察署を」（近畿・20代・記），「強盗事件で，被
疑者につながる唯一の物的証拠についてスクー
プしたところ県警を1ヶ月余り」（首都圏・20代・
記），「逮捕へと書いたら警察に1ヶ月」（九州・
20代・記），「詳しい内容の記事を書いたところ
警察を2週間」（九州・30代・記，同様多数），「余
罪が多い窃盗犯逮捕の家宅捜索を撮影したが，

『NHKのせいで逮捕が遅れた』と言われ，県
警捜査1課次席のところを3日間」（東北・20代・
記），「刑事の自宅を夜回りしたことがわかって
警察への出入りが禁止」（北海道，首都圏，中
国・20代・記，同様多数），「広報担当の副署
長でなく，課長に取材したとして警察から副署
長が異動になるまで」（東北・20代・記）。

重要な事案が漏れないように日頃から，記者
が取材を嫌になるよう当局が仕向けていると考
えるのは穿ちすぎだろうか。ただそうして自分を
鼓舞していかなければ，やっていられないのが
記者の職業意識であり，逆にやる気を起こさせ
る源とも言える。

なるほど，こんなこともあるのだと参考に
なった事例をいくつかあげる。
「容疑者の逃走の手助けになるようなニュース

を出して『けしからん』と県警本部から1ヶ月」
（東京・30代・記），「捜索現場の下見でライト
を点けてしまい警察から1日」（四国・20代・記）。

そして報道した記者自身が茫然自失になった
であろうと推測されるのが，「指名手配犯の潜
伏先を報じたところ被疑者が自殺してしまい1ヶ
月捜査1課出入り禁止」（東北・30代・記）。現
場取材の大変さがよく分かる。
「“強制捜査”という表現を使ったら検察庁

を数週間」（東京・30，40代・記，同様多数）。
「談合事件で『知事に1,000万円の賄賂』と書
いたら誤報扱いにされた上，各社が追いかけ
ても，そのまま特捜部出入り禁止3 ヶ月」（近
畿・30代・記）。

上記は東京地検特捜部の悪しき慣習を全国
の警察，検察が模倣し，出入り禁止を乱発し
ている例といっても過言ではなかろう。特に検
察が，『接触禁止者』（注・今後事情聴取する可
能性がある人物や事件関係者などを取材させ
ない）を示して取材妨害しているのは報道の自
由への挑戦である。 

 スクープ競争は必要か
『当世記者・カメラマン気質』を見てみたいと

設問にあげたのが，問35の「スクープ競争は真
実を追究する上で必要だと思いますか」である。
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「そう思う」（そう思う：37%+まあそう思う：
34%）は71%で，「そう思わない」（そう思わない：
3%+あまりそう思わない：8%）の11%を大きく
上回っている。

これを記者とカメラマンで比べてみると，記
者は「そう思う」が78%でカメラマンの63%より
多く，「そう思わない」が，記者は8%だが，カ
メラマンは15%と差が出た。

次に「スクープ競争」について「成果の割に
は労力，時間，費用をかけすぎると思いますか」
と聞いたところ，全体では，「そう思う（そう思
う：17%+まあそう思う：24%）」が41%，「そう
思わない（そう思わない：13%+あまりそう思わ
ない：14%）」が27%と「費用対効果」が少な
いと感じている。

記者だけで見ると「そう思う」38%対「そう
思わない」32%で，両者にあまり差は無い。

しかしここ一発の決定的瞬間や逆に地道な
張り込みを経てのスクープ映像を目指すとなる
と，カメラマンは「費用対効果」には厳しく，「そ
う思う」44%は「そう思わない」22%の2倍となっ
ている。

 調査報道への意欲
さて発表に頼らず独自の取材でニュースや企

画を報じていく「調査報道」は，取材の醍醐味
の一つでもあるが様 な々困難を伴う。

問37「調査報道を積極的にやっていますか」
で「やっている」（やっている：6%+ある程度やっ
ている：21%）は，26%で，「やっていない」（や
りたいがやっていない：44%+意識したことが
ない25%）は，69%と大きな開きが出た。

職種の違いもあるので，ここでも記者，カ
メラマンを分けて見てみると，記者は「やって
いる」（やっている：7%+ある程度やっている

27%）が34%，カメラマンは「やっている」（やっ
ている：4%+ある程度やっている10%）が14%
となっている。

同様に記者の「やっていない」（やりたいが，
やっていない：55%+意識したことがない：11%）
は65%だが，見方を変えてみると，「やっている

（34%）」と「やりたいがやっていない（55%）」を
あわせると，計89%にのぼる記者が「調査報道」
に対する意欲を持っていることがわかる。

カメラマンの場合は，仕事の内容から同列に
は比較できないが，43%（「やっている計（14%）」
+「やりたいがやっていない（29%）」）が意欲
的で，「意識したことがない」の48%とあまり差
は無い。

では具体的に，この3年間で，どのような「調
査報道」を行ってきたのかを「やっている」「あ
る程度やっている」と答えた人に対して自由回
答で聞いてみた。ただし，先に断っておくが「調
査報道」に対する自由回答で記述があったのは
記者がほとんどで，カメラマンは皆無であった。

さらに「調査報道とは何か」という定義づけ
においても記者各人の認識に大きな差異があ
り，「独自取材」=「調査報道」と考えている
ケースが圧倒的に多い。もちろん独自取材が記
者の基本であるのは言を俟たないが，そこには

「当局からのヒント」「発生事案から思いついた」
ケースが少なくないだろう。それもきわめて重要
な取材だ。

逆に「当局が知らないことを自ら（チームで）
調査し，報道する」という定義は成り立つ。そ
れだけにハードルが高い。

日本における調査報道の原点は，1957年（昭
和32年）3月の共同通信特捜取材班による『菅
生事件』の“消えた警察官・戸高公徳”の発見
である5）。この他有名なものとして，朝日新聞の
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「リクルート事件」6）や毎日新聞の「石器捏造」7）

が上げられる。新聞協会賞を受賞したNHKの
「ワーキングプア」も同様である。

自己申告であることを念頭に置いて，北から
順に「調査報道」の成果を見ていく。ただし，
単に「官製談合」（首都圏・30代・記），「政治資金」

（中部・30代・記）というように題名だけ記述の
ものは，何のどこが調査報道なのかわかりにく
いので省いた。
「熊に襲われた死亡事故で，所持品の分析か

ら何が熊に襲われるかを独自に調べて放送し
た」（北海道・20代・記），「台風被害について
自治体は，『被害無し』と発表したが，現地を
取材して回って多くの被害が出ていることをつ
かみ放送した」（北海道・20代・記），「製菓食
品等の賞味期限について道内全メーカー調査を
行って報道」（北海道・40代・記），「市町村合
併の是非」（北海道・40代・記）。
「病院再編の影響で困っている人が急増して

いる実態」（東北・20代・記），「公立保育園の
園児落雪事故について多方面からの調査，報
道」（東北・30代・記），「バス運転手の運転中
の意識喪失について」（東北・30代・記），「医
療専門学校の単位不正事件をチームで取材」

（東北・40代・記）。
「医師不足の問題を，東京に先駆けてローカ

ルの特番として報道した」（首都圏・30代・記），
「官製談合事件で談合を認めた企業から献金を
受けた政治家を情報公開資料で調べて報道」

（首都圏・30代・記），「県立高校の窃盗事件で，
生徒から指紋採取が行われていた実態を」（首
都圏・40代・記）。
「ワーキングプアの取材チームの一員として，

地方から上京したホームレスの若者の過去を調
べたり，ガソリンスタンドなどを掛け持ちで働

く父親を探したり，NPOや低所得者探しを行っ
た」（東京・20代・記），「北海道での大規模倒
木被害実態調査報道」（東京・20代・記），「病
院内で看護師が患者に暴力をふるっていた実
態の調査とインタビュー」（東京・30代・記），「医
大病院で長年にわたって入院患者に，抗生物
質が効かない多剤耐性緑膿菌による院内感染
の実態」（東京・30代・記），「『緑のオーナー
制度』大量元本割れの現状と制度の不備につ
いて」（東京・30代・記），「空港建設に伴う海
洋生物や環境などへの影響について，研究者
や漁業関係者を丹念に取材し報道した」（東京・
30代・記），「クローズアップ現代で『振り込め
詐欺』の最新手口を調査し報道した」（東京・
30代・記），「踏み切り死亡事故現場の保安設
備の設置基準について」（東京・30代・記），「闇
サイトを通じて犯罪に巻き込まれていく若者の
実態を企画ニュースで」（東京・40代・記），「姉
歯建築士の関わった建築物リスト作成と調査
報道」（東京・30代・記），「耐震偽装事件で
強制捜査に入るまでの2ヶ月余り」（東京・40代・
記），「東京都が火災延焼を食い止めるために
作った『延焼遮断帯』のリストを一つ一つ調査，
実験して延焼の危険がある道路を見つけ出し
て報道」（東京・30代・記），「災害対策につい
て自治体にアンケート調査を行って不備や課題
を報道」（東京・30代・記），「介護施設で入居
者が鍵を閉められている実態ルポ」（東京・30
代・記）。
「役所でのシステムトラブルへの対応につい

て」（中部・30代・記），「中学校でのいじめ自
殺事件で，過去にもその学校でいじめがあり，
マニュアルを作っていたことを報道」（中部・20
代・記），「政治団体の収支報告書でつじつま
が合わない記載を見つけて報道」（中部・20代・
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記），「政治資金，社会保険庁の無駄遣いなど」
（中部・30代・記他）。

「生活保護の医療扶助制度を悪用して，一部
の病院がホームレスの患者を大勢入院させて利
益を得ていた実態を調査報道した」（近畿・30，
40代・記），「ガン医療を扱った番組で，医師の
自己流で治療が行われている実態を示した」（近
畿・30代・記），「新しい手口の詐欺事件につい
て，被害者の実態を調査報道」（近畿・20代・
記）。
「公共事業の談合と入札改革」（九州・40代

記），「『歴史掘り起こし』として，墜落したB-29
の搭乗員を集団で襲撃して殺傷した住民の証
言」（九州・40代・記）。

逆に「調査報道」をやりたい気持ちが強いな
がらそこに至らなかった理由も聞いた。
「1つのテーマにこだわりたいが，記者の数

や取材の量，取材の途中でどんどん担当が替
わることなどを考えると難しい」（首都圏・20代，
北海道・20，40代・記），「政治資金の取材を
すすめたが，思った結果は得られなかった」（北
海道・30代・記），「要領が悪い」（北海道・30代・
記），「体制が脆弱で，日々の放送に追われて
いる」（北海道・40代・記）。
「身近に調査報道をしている先輩の姿を見

たことがない」（東北・20代・記），「朝鮮学校
の土地売却問題などの企画取材をしていたが，
取材対象の方が中央からストップをかけられて
放送にこぎつけなかった」（東北・30代・記）。
「補助金詐取事件で，調査対象への潜入が

必要だったが，それができず断念した」（首都
圏・30代・記），「県が処分した事案で，国の
見解が省庁によって異なったため，編集責任者
の判断で『警察が逮捕したら放送する』ことに
なったが，結局長期取材の成果は，ローカル部

分のみだった」（首都圏・30代・記），「政務調
査費や政治資金に関する調査報道を各記者と
チームを組んで取り掛かったが，担当の取材に
追われて実らなかった」（首都圏・20代・記）な
ど無念なケースも多い。
「政治家への利益供与の事実関係は放送で

きたが，供与を受けている映像は上司の判断
でお蔵入りになった」（東京・30代・記），「ど
のような調査報道をやるか，取材グループ内
部でのコンセンサスが得られなかった」（東京・
40代・記），「自分自身の能力の問題」（東京・
40代・記）。
「県知事と親族企業の癒着，特定個人との

不適切な関係をやっていたが，人手が足りずに
時間切れ」（中部・40代・記），「ずっと地方局
勤務で，ローカル枠を埋めることに忙殺され，
役所の発表を単に先取りしたスクープに満足し
てしまう自分，わが社特有のタテ系列社会…な
どいろいろな要素が複合的に絡まって」（中部・
30代・記）。
「各社とのスクープ競争で，担当の仕事に忙

殺されている」（近畿・20代・記）。
「調査報道と呼べるまでには至っていない」

（中国・20，40代・記）。
「調査報道より前うちスクープ（注・いずれ発

表になる時間差の特ダネ）のほうが評価される
傾向がある」（九州・20代・記）。

こうした中で，本音としては，「そんな余裕の
あるのは，一部のセクションの記者とPDだろ
う」（九州・30代・記），「東京のように人がたく
さんいればそういうことができるのでしょうが」

（九州・20代・記）と同様に，圧倒的に多いの
が，「日々の取材が忙しい」（東京・20代，四
国・30代・記，他）や「費用，時間がかかるな
どの理由で上司の理解が得られない」（首都圏・
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20代，東京，近畿・30代・記），中には「報
道室は一人勤務で，日常取材に追われている」

（九州・60代・記）もあった。
だが89%の記者は，「調査報道」をやってみ

たいという気持ちだ。
報道局や拠点局などで『調査報道』チーム

を編成したときには，地方局の記者，カメラマ
ンの応援を入れ，同等以上のベテランを代わり
の要員として交流させるなどの方法をとらなけ
れば，「取材力の地域格差」が生まれるのでは
ないか。

 自分の仕事に満足 26%，不満足 27%
自分の取材活動（成果，取材過程，仕事そ

のものなど）への満足度を聞いてみた。
全体では，「満足している」26%（大いに

3%+やや23%）と「不満足」27%（不満足7%+
やや不満19%）は拮抗しているが，約半数の
47%が「どちらとも言えない」と回答している。

これを記者，カメラマン別に見てみると，記
者の場合は，「満足している」23%（大いに
3%+やや19%）に対して「不満足」34%（不満
足8%+やや不満26%）で，「どちらとも言えな
い」は42.3%。カメラマンでは，「満足している」
30%（大いに2%+やや28%）に対して「不満足」
は，17%（不満足6%+やや不満11%）で，「ど
ちらとも言えない」52%だった。

記者よりカメラマンの方が満足している人の
割合がやや多いことがわかる。

さらに，「満足している」「不満足」と回答した
人に自由回答で聞いたところ，具体的に理由を
記述した人は，記者で182人（満足：72人，不
満足：110人），カメラマン96人（満足57人，不
満足39人）だった。

 「やりがいのある仕事」が満足感を高める
満足している理由で多かったのが，「発表モ

ノでなく，市民からの情報提供を助けに調査
報道を進め，他社が後追いするニュースを出し
ている」（首都圏・30，40代・記，他多数），「や
りたい取材，撮影，やりがいのある取材，撮影
をしている」（東京・30，40代・記，中国・60代，
中部・30代・カ，圧倒的多数）である。
「取材相手と話していて楽しい」（東京・30代・

記）同様に，「新しい出来事，毎日違った出来
事に直面し，取材手法や見せ方に工夫できる楽
しみ」（東北・20代，近畿・30代記，首都圏・
40代・カ）。
「社会的に有意義なニュースを出している」（九

州，中国・20代，四国・30代・記，近畿・30代，
東京・40代・カ，他多数）。

これも多い理由だが，具体的には「報道した
内容によって行政制度が変わった」（東京・30代・
記），「地域の課題をタイムリーに放送に結び付
けているから」（北海道・30代，九州・60代，
中部・70代・記，同様多数），「視聴者，地域
の人たちが喜んでくれるニュースを出せている」

（中国・20，60代，北海道，九州・30代・記，
九州・20代，中部，首都圏，東京・30代・カ，
他多数）などを上げている。

自主的取材が満足感を高めているケースとし
ては，「弱者の声を拾うことをポリシーとした取
材をフィールドに制約のない立場で取材できて
いる」（東北，東京・30代・記），「自分の判断
で取材できている」（九州・50代・記，東京・
50代・カ），同様に「自分の経験や専門性を生
かした取材活動ができている」（中部，九州・
30代，東京・40代・記，勤務地不明・40代・カ），

「自分が出さなければ埋もれてしまう，隠され
た問題を表に出せていると思う」（東京・30代，



18 　MARCH 2008

九州・40代・記）がある。
中には「他社との激しい競争」（東京・30代・

記，九州・40代・カ），「自己満足できる」（中
国・40代・カ），「ニュース映像で自分なりの表
現ができる」（中部・40代，中国・50代・カ），
同様に「自分の信念に基づいた取材，撮影が
できる」（東京・30代・カ），「映像メディアは映
像がきわめて重要であるという自負」（首都圏・
30代・カ）と，自分を燃え立たせるものが満足
につながっている。

この他，「通常業務から離れた仕事もデスク
から柔軟にさせてもらっている」（北海道・20代，
九州・30代・記），「視聴者や取材先から評価
されたり，感謝されたりするから」（四国・30代・
記，中部・20，40代・カ），「自分の映像が視
聴者に見てもらえることの責任感と充実感」（東
北・20代・カ）などの前向きな回答が続いたが，
中にはちょっと斜に構えて，「満足していかない
とやっていけないし，良い仕事もできない」（東
京・30代・記）というケースもある。

 「成果が出せず」反省型が多い不満派
不満足な理由で，回答のほぼ3分の2を占め

るのが，「成果を出せていないから」，「もっと
できるはずなのに…」，「ニュースに寄与できて
いない」，「実力不足」，「もっと自分の能力を上
げることに努力すべきだと思う」，「ネタ元がい
ない」，「スクープがなかなか取れない」，「言い
つけられた取材でも十分なクオリティーがある
か不安だ」（各地域，20～30代・記，カで圧
倒的多数），「自分がやっていることが世の中の
ためになっているのか考えることが多い」（中国・
20代・記），「社会的影響や社会を変えるよう
な報道ができているとは思えないため」（東北・
30代，東京・40代・カ）と自己分析している。

中には，「他にもっと違った切り口はなかった
のかと考えてしまう」（首都圏・20代・記），「調
査報道を成し遂げたことがない」（東京・20代・
記），「無駄が多く，結果が出せない」（中国・
30代・記，四国・20代・カ），「足で稼ぐ取材
が思うように行っていない」（首都圏・30代・記），

「デスクワークや事務的仕事が多く取材に携わ
ることが少ない」（東北・40代・カ），「自分の成
長が見えない」（中国，四国・20代・カ，同様
多数），「取材の仕方が甘いと感じることは多々
あるが，何がどう甘いのかわからず悶 と々して
いる」（九州・20代・記）。この記者は，「（先輩
やデスクは）自分で考えろ! といわずに，じっく
り相談に乗ってほしい」とも。

以上見てきた回答は，すべて「不満足」の理
由を，自分に向けている。

その次に多かったのは，「ローカルニュースを
埋めることに忙殺され，大きな視点で展開でき
ない」（首都圏・20代，東北・20，30代・記，
九州・30代・カ，他大多数），「取材項目が多
すぎて1つのテーマにじっくりした取材や人脈
作りができない」（北海道・30代・記，近畿・
20代・カ），「管内が広すぎて十分取材できない」

（東北・30代・記），「ローカル枠拡大で質より
量が目立つし，ニュース企画の出来不出来も。
放送時間に追われて内容もコストも消化不良」

（近畿・年代不明・カ），「言い訳かもしれないが，
環境」（九州・30代・カ），「人員削減，仕事量
増大で，じっくりテーマに取り組めない」（近畿・
20代，東京・30代・記）とつづく。

最後に中部・20代記者は切 と々訴えている。
少し長いが引用する。
「日々のローカル放送を埋めるのに時間を取

られる。現場に行っている人間，取材をした人
間より編集の意見が採用される。必要のない
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意見交換や食い違い，気遣いで時間を費やし，
より凝った放送が出来ない」と不満を表明した
上で，ローカル放送局のあり方について次のよ
うな提言を寄せている。
「●ローカル放送を18：30からにして欲しい。

●職員はすべて取材活動をすべきだ。
● 台風のときなど警戒電話はディレクターや
プロデューサーも絡むべきだ。

● 台風体制で疲労困憊している職員がいる
のに，同じ部屋の中に何もしない職員がい
るのは，この人材不足の中で不気味な光
景だ。（よっぽど企画を抱えている人間以
外は原則参加の体制を）」

若い記者の率直な気持ちを表している。
この他，本音の不満は続く。

「金もかけられないため遠出の取材ができな
い」（中部・20代，勤務地不明・30代・記），

「現場で能力のある人間をすぐにデスクにする
のではなく，もっと大きな仕事をやらせて欲し
い」（近畿・30代・カ）。同じ近畿の30代カメ
ラマンは，「デスク対応のまずさ」を上げている
が，デスクの資質は，確かに現場への影響が
大きい。人員の少なさは，人事担当者も現場
の記者も「デスクを選択する」余地すらないの
が実情だろう。またデスクが，そのポジション
に応えているか，自分自身で省みることも重要
である。現場の記者やカメラマンに学ぶことが
多い。

この他では，「一般視聴者の反応や感想が
わからない」（九州・30代・記），「相手の都合
や心理に気を使いすぎて聞きたいことがきけな
い」（首都圏・年代不明・記），「自分でなくても
できる取材がほとんどであるように感じる」（九
州・20代・記）と些

いささ

か気にし過ぎで，もっと大
らかに，自分で楽しく仕事が出来るように工夫

することも大切だ。
不満足の原因，背景にNHKの体質を指摘す

る回答を見てみる。
「クレームを恐れる余りNHKとしての判断が

鈍っている」（北海道・30代・カ），「自由度が
低い。好きなことややりたいことができない」

（近畿，首都圏・20代・記他），「現場を無視
した官僚的な制約が多く，士気を低下させるよ
うな指示が多すぎる」（勤務地不明・30代・記），

「属人的な人事が多く，日々の仕事のモチベー
ションに影響している。NHKの報道のスタンス
がもう一つ一貫性がない」（四国・30代・記）。

以下は瑣末なことのようだが，実は蔑
ないがし

ろに出
来ない重要な要素を含んでいる。
「自分の車でタイヤ交換，メンテナンスは全て

自分もち，1本あたりの単価が低すぎる。『報道
室便り』は取材に時間がかかり，すぐに順番が
回ってくるため，デイリーがおろそかになる」（中
国・50代・カ），「編集によって伝えたい軸がず
れたと感じる」（中国・30代・カ）。

以下の3人の意見は，首肯する人も少なくな
いと推測される。
「テレビメディアの表現として限界を感じる」

（中部・30代・カ），「横断的な幅広い取材がし
てみたい」（東京・30代・カ），「支局という小さ
な器では，個人の努力では無駄なところが多い」

（九州・50代・カ）。
同僚や先輩，デスクたちと語り明かせば，

解決の糸口は見つかりそうな内容である。

 記者，カメラマンの増員が報道を充実
問43「現在の報道を一層充実させるために

は，どのようなことが必要か（選択肢の中から最
大3つまで選択）」では，多い順に以下の通りだ。

① 記者，カメラマンの増員（52%）
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② 記者教育の充実（32%）
② 現場の記者の発想や判断を尊重（32%）
④ ゆとりの確保（32%）
⑤ 報道局と地方局の連携強化（23%）
⑥ デスクの能力向上（20%）
⑦ 優れた人材の採用（20%）
⑧ 取材機材などの充実（19%）
⑨ 外部からの報道への介入排除（11%）
⑩ 海外取材体制の強化（3%）

で，デスクの権限強化は最低の1% だった。
これを記者，カメラマン別で見ると
記者の場合は
① 記者，カメラマンの増員（55%）
② 記者教育の充実（38%）
③ ゆとりの確保（35%）
④ 現場記者の発想や判断を尊重（32%）
⑤ 報道局と地方局の連携強化（27%）
⑥ デスクの能力向上（18%）
⑦ 優れた人材の採用（16%）
⑧ 外部からの報道への介入排除（11%）
⑨ 取材機材などの充実（9%）

　カメラマンの場合は
① 記者，カメラマンの増員（50%）
② 取材機材などの充実（35%）
③ 現場の記者の発想や判断を尊重（31%）
④ ゆとりの確保（28%）
⑤ 優れた人材の採用（26%）
⑥ デスクの能力向上（23%）
⑦ 記者教育の充実（22%）
⑧ 報道局と地方局の連携強化（17%）
⑨ 外部からの報道への介入排除（12%）

（⑩は双方ともその他）
こうして記者とカメラマンの必要とするものを

比較してみると，何と言っても「増員」が急務な
ことがわかる。

 地方記者1976年 833人→ 2007 年 765人
これまで見て来た問40の「満足か不満足か」

の中でも，「不満足」として数多くの指摘があっ
たのが「人員不足」だ。記者もカメラマンも報
道を一層充実させるために最も必要なこととし
て増員を訴えている事情は，改めて説明する
までもないが，NHKが国会に提出する『予算
要員数』を見てみると，実はローカル放送枠に

「640」（夕方6時40分からニュース）が始まっ
た1976年（昭和51年）に東京と海外を除く地
方局全体の記者の数は，833人だった。ところ
が2007年（平成19年）は，765人と68人減っ
ている。ローカルニュースだけを見ても，その
後「630」（夕方6時半からのニュース），「600」

（同6時からのニュース）とニュース番組枠は拡
大しているにもかかわらず，記者の数は減って
いるのだ。

同じようにカメラマンについては，1976年は，
225人だが，「630」がスタートした1982年（昭
和57年）以降微増を続け，1985年に262人と
多少だが増員になっているが，2007年（平成
19年）は，269人に止まっている。

これは「630」以降，夕方「500」（5時台）時
代の現在もその後増員はない。しかも地方局
は金曜日の夜7時半や8時台に特番を組むな
ど仕事の分量が32年前と比較にならないほど
増えている。このことは，報道を一層充実させ
るために必要なこととして，記者が3番目，カ
メラマンが4番目に上げている「ゆとりの確保」
にもつながってくる。

ちょうど10年前の1997年3月にメディア総合
研究所（東京・新宿）が「放送現場で働く人た
ち」（民放+制作会社）を対象に実施したアン
ケート調査の結果では，〈放送局社員のスタッ
フの不満は「人手不足」が最も高く（58%）ま
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た，仕事で最も不安に思っていることは「ゆと
りがない」ことだった（42%）〉8）と比べてもあま
り変わらない。

実際にどれほどゆとりがないのか，記者の
「ある1日」の仕事を通して見てみた。男女を含
めて20代，30代，40代で調査した。
（1日の実働時間が15時間に限られているカ

メラマンのケースは除いた）

北海道・20 代記者の1日
〈平日勤務の場合〉

7：00 起床。朝刊をチェック，テレビを見ながら支度（前
日が夜回りで遅い場合は朝風呂）

8：00 出勤
8：15 局に到着 メールをチェック

9：00 昼用のニュース取材へ（カメラマン・ライトマン
とともにニュースカーで取材先へ）

11：00 現地にてニュース用原稿を出稿・確認
12：00 記者クラブにて昼食
13：00 企画用リサーチ（マイカーで）
15：00 「事故発生」と局より連絡あり，電話で詳細確認，

デスクへ報告。軽度のため出稿見送り
16：00 リサーチ終了，局へ戻りメモ作成
17：00 記者クラブへ（夕刊チェックと取材先回り）
18：15 テレビ用原稿とスーパー（映像の説明文）の

チェック

18：30 事件発生。警察に電話取材 + 現場記者とのや
りとりより原稿作成，随時情報差し替え

21：00 警察署へ行き，情報の詰め（時に怒鳴られる）。
最終用ニュース原稿の確認

22：00 一息ついたところで，先約があった取材先と合
流し飲食

25：00 帰宅。1日の垢を洗い流した後，30 分ほど深
夜番組を見て就寝

〈休日の場合〉 まったくのオフにする場合もある。
10：00 起床 外出のための準備
11：00 出局 メールチェック 

1 週間の新聞スクラップ（個人用）
12：00 企画リサーチの遠出（マイカー）

リサーチがてら取材先にあいさつ
18：00 局に戻り，メモ作成
19：00 翌週の予定稿や解説用の原稿・資料などの用意
22：00 帰宅（その後 25 時就寝までは自分のことをする）

中国・20 代市政記者の1日（警察，経済も担当）
7：30 起床
9：00 出局 山岳遭難の周辺取材，出稿
11：00 県消防航空室に出向き，救助の映像を貸しても

らう
12：15 局に戻る
13：00 局発 民間業者に取材
14：10 市役所到着 各課を回る
15：30 市役所を出て局へ
16：10 局発
16：30 県消防航空室に映像返却。近くにある空港で

東京から戻る取材先を待って取材
17：15 局から電話。振り込め詐欺発生で局に戻り，

取材
18：10 原稿出稿
19：00 取材予定を入力
20：00 夜回りに出発
23：00 局に戻る
24：30 キャップ，デスクに夜回り結果報告
24：45 帰宅
26：00 就寝

東北・30 代遊軍記者
7：30 起床。朝刊チェック，収録分を含めたテレビ

ニュースをチェック。自宅で朝食
9：00 出局 新聞全紙チェック 出稿部汎用化原稿

チェック（全中〈全国用〉ニュースをもとにロー
カル展開できないかデスクらと検討）

9：30 昼用ニュース取材に出発
11：00 局着 昼用ニュースの音おこし，出稿
11：40 昼用ニュースのスーパー確認
12：30 コンビニ弁当購入。昼食を取りながら昼用ニュー

スを膨らませた形で 18 時台で記者解説するた
めの原稿作成作業

13：30 スーパー発注，再撮影用静止画発注，編集立
会い 出稿

14：30 来週企画用で県庁担当者を取材，メモ作り，構
成表案作り

15：30 火災発生で局内から電話取材
16：00 明日の昼用ニュースの取材先と電話で打ち合

わせ
17：00 記者解説のためスタジオ出演リハーサル
18：10 ローカル番組生出演
18：30 明日の予定打ち込み
19：00 ニュース後の班会
19：20 来週 1 週間の予定，取材スケジュールづくり（ど

の日がニュースが少ないか，どのネタは膨らま
せられるか検討）

20：00 取材先と飲食

22：00 来週企画用の企画構成表作り。撮りためた映
像のキャプション作りと音おこし

23：00 収録したニュースやメールのチェック，返信後帰宅
25：30 就寝
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アンケートに携帯電話を記載していた記者の
中からアトランダムに選んで書いてもらったもの
だが，ほとんどの記者が，早朝，深夜の関係
なく取材や制作をしていることがわかる。休日
も北海道・記者の例のように，どの記者もみな
似たり寄ったりであろう。カメラマンも実働時間
めいっぱいの日常であることは公知の事実だ。

2005年11月，大津放送局の記者（当時24
歳）が，連続放火の疑いで逮捕されたが，初公
判の検察側の冒頭陳述に次のような件がある。
〈勤務の日には，深夜まで勤務し，週一回の

割りで当直勤務を割り当てられ，原則として1ヵ
月あたり6日与えられる休暇についても，事件が
発生して職場から呼び出されたり，企画の取材
をしたりするなど休日がほとんどない状態で勤
務を続け，オーバーワークであると意識するよう
になった。心身が疲れ，意欲が沸かないなど体
調の変調を覚え，仕事上のストレスとオーバー
ワークが原因でうつ病になったと考え，このこと
が勤務先に知れると記者としての将来はなくなる
と考えてますます気分をうっ積させていった〉

オーバーワークによるうつ病だけでなく，健
康被害や過労死が出てからでは，またまた「後
手のNHK」の謗

そし

りは免れないだろう。
NHKの数々の不祥事やトラブルに限らず，増

加する若手の早期退職者の中には，デスクや
同僚とじっくり向き合って，語り合う時間があれ
ば，回避できたケースも少なくないのではない
だろうか。

 記者は「教育」，カメラマンは「機材」
報道を一層充実させるために必要なこととし

て，記者で「増員」の次に多かったのが，「記
者教育の充実」だが，ここ10年「ジャーナリス
ト教育」を唱えるマスコミ関係者が多くなって

九州・30 代遊軍記者
8：50 出局 朝刊チェック
9：15 「センター試験の会場準備」の昼用ニュース取

材に出発
10：00 取材開始
11：15 帰局途中の車中よりパソコンで出稿
12：00 帰局
12：20 昼食へ
13：00 「地方自治体の財政問題」の企画リサーチの電

話取材
13：30 列車と車の衝突による死亡事故を電話取材（16

時用，18 時用列車事故差し替え出稿）
18：00 この間企画リサーチの電話取材
19：10 出局
19：30 県庁課長と2人で会食しながら「教育問題」を取材
23：30 帰宅

東北・40 代支局記者の 2008 年元旦
8：30 当初“初日の出”の取材予定が悪天候のため予

定変更し，地元デパートの“初売り”取材へ
9：00 デパート開店をハイビジョン・デジカメで撮影

10：00 支局に戻り映像を伝送，出稿
14：00 流氷観測がないかどうかを取材。その後，取

材先に新年のあいさつ回り
17：00 支局に戻り警戒電話等
19：00 デスクから使用済み核燃料の再処理施設で火

災発生との連絡。周辺の 2 報道室が正月休暇
のためカメラマンと連絡を取り合って現地へ

21：00 現地到着。線量計で放射漏れがないことをま
ず確認，カメラマンが再処理工場の外観を撮
影，取材で火災ではなく油漏れと判明
映像テープをアルバイトに伝送ポイントまで搬送
してもらい23：50 の全中用に間に合せる

22：00 現場離脱
23：30 支局に戻る
24：00 帰宅

東京・40 代遊軍記者（管理職）
前夜から業務を継続
番組の試写に向けて，記者，ディレクター，CP
とともに編集室で業務。構成表を直しながら，
コメント書き，編集作業

3：00 終了
3：15 帰宅
7：45 起床
9：30 出勤。朝刊等をチェック，原稿端末を見る

10：30 番組制作で，記者，ディレクター，CPとともに，
構成表直しとコメント書き

13：00 職員食堂で昼食
13：30 制作作業再開
15：00 夜のニュース用原稿汎用化のためニュースセン

ターに戻り作業
17：00 制作作業再開
20：00 中断して夕食
21：00 制作作業再開
26：30 制作作業終了，帰宅へ
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いる。「教育」と言っても，「実践」を学ぶもの
から，「ジャーナリズム論」や「メディア論」，さ
らには専門分野を学びたいという希望まで千
差万別である。具体的に自由記述欄に書かれ
たものの中には，「リポート制作，番組作りに
ついて，もっと実践的な教育をして欲しい。デ
スクの中には不得意な人もいる」（中部・30代・
記）といった意見の一方で，「How toの記者
教育だけではなく，意識としての記者教育が
必要になっている」（首都圏・40代・記）があっ
た。確かに取材現場でもまれていると，どうし
ても「ジャーナリストとしてのあるべき姿」と「現
実」の乖離に悩む場面が少なくない。

元産経新聞記者の青木彰氏は，「ジャーナ
リストの質的向上」として，〈①それぞれに歴史
認識を深める。②自分のテーマ（専門性）を発
見し，磨きをかけること。③司馬遼太郎氏が
新聞記者の行動原理として示した「無償の功名
主義」（見返りを望まずに情熱をかける）を心が
けること〉と述べた上で，〈情報化時代におけ
るジャーナリズムの重要性にかんがみ，ジャー
ナリストの質的向上を目指す教育体制を一層充
実する。このため一部大学に「法科大学院」な
どと並ぶ「ジャーナリズム大学院」を，新聞，
放送，出版などマスメディア業界の全面的協
力を得て創設する。またOBや現役ジャーナリ
スト有志により小規模のボランティア組織を結
成，若手ジャーナリストの自主研修や交流活動
に協力する〉9）と提唱している。

すでに数年前から東京や大阪など大都市に
は，現役のジャーナリストが教える「ジャーナ
リズム」の講座を持った大学院 10）も開設されて
いるが，「人員不足」と「ゆとりがない」現状で，
どこまで局として対応できるのか疑問だ。

一方，カメラマンの「取材機材の充実」は，

「不満足」の中でも，「ハイビジョンカメラがカメ
ラマンにない」（首都圏・20代・カ）ことを挙げ
ていた。これはスタッフのカメラマンまで，ハイ
ビジョンカメラが行き渡っていないことを指摘し
ていると思われる。
『北方水滸伝』11）の例を出すまでもないが，

兵站部の充実が戦いをどれだけ有利に進める
か良く分かる。「機材の充実」を望む声がいか
に多いか改めて認識すべきだ。

 取材源の秘匿は大丈夫か
ここでは，「取材する際のツール」に関しての

アンケート結果を紹介したい。
取材現場の変化の中で，特に大きく変わった

点では，「取材道具」もその一つだろう。
1970年代にENGと呼ばれるビデオカメラが

配備されたとき，余りにバッテリーが重すぎてカ
メラマンが腰を痛めるのではないかと心配され
た。いまや携帯電話についたカメラで撮影して，
映像を送れる時代だ。特に携帯電話は，取材
先との関係で，欠かせないツールになっている。

取材に携帯電話のメールを使っているかにつ
いて，問24「取材する際のツールが10年前と
比べて大きく様変わりしています。携帯電話で
の取材先とのメール取材について1つだけ選ん
でください」で「使っている（「いつもメールで取
材している：2%」+「時々メールで取材してい
る：36%」+「ここぞという時のみ使っている：
11%」）」と答えた人は49%で，「使っていない」
とした46%と二分した。

ここで心配なのは，携帯電話を落としたり，
無くしたりしたときの万一の対応だ。当然警察
などに届けられた場合，中身を確認される。

かつて警視庁捜査2課担当の新聞記者が電
車の網棚にバッグを忘れて，警察に届けられ
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た。中には取材先の『ヤサ帳』（住所録）が入っ
ていて，暗号やイニシャルで書いていなかった
ため，記者の夜回り取材先が警察にわかって
しまった。もちろん配置換えになった。

いまは携帯の時代だ。件の大津放送局の記
者が逮捕されたとき，携帯電話と取材用のパソ
コンが証拠資料として，一時警察に押収された。
何が書かれてあったか窺い知れないが，メール
アドレスの中には，企業名や役所を表す表示も
ある。記者，カメラマンが最も重要視しなけれ
ばならない『取材源の秘匿』を貫くことだ。

それだけに，使っていると回答した人に聞い
た問25「取材源の秘匿のために策を講じていま
すか」で，「暗証番号設定（6%）」「名前を暗号
化（5%）」など何らかの対策をとっている人が，
使っている人の11%と非常に少ない。
「ここぞ」という勝負のときに，メールや携帯電

話を使うのはよく理解できるが，取材源に迷惑を
かけない策を講じることが早急に必要である。

2003年6月13日午前11時過ぎ，NHK記者に
内定していた学生が，帰省先の岐阜から東京に
戻るため高速バスに乗っていたところ，渋滞中の
乗用車にトラックが突っ込み，双方が炎上して
いる事故現場に遭遇。すぐに携帯電話で動画
を，また使い捨てカメラで静止画を撮影，名古
屋局に連絡して指示どおり映像を送り，午後3
時，4時の全国ニュースで放送されたことがある。

いまはポケットに入る小さなデジタルビデオ
カメラもあるが，携帯電話での撮影も可能なだ
けに，問26の「バッグにデジタルビデオカメラ
を持っているか」で「持っている」と回答した人
が39%と4割を切るのは，携帯電話の動画が
使えるためかも知れない。

その携帯で撮影した映像や写真を伝送でき

るかと聞いた問27では，実に88%が「できる」
と答えていて，第1報は誰もがすぐに対応でき
ることがわかった。携帯メールやデジタルカメ
ラ以外の道具を使っている人も6%おり，自由
回答で具体的な道具を書いてもらったところ次
のようなものがあがった。
【録音機】「ICレコーダー」（北海道，東京，

中部・20，30，40代・記，他多数），ボイスレコー
ダー（首都圏・20代，東京・30代・記，他）。
【カメラ】「デジタルビデオカメラはかさばるの

で，コンパクトデジカメの動画機能を利用，海
外から映像を送った経験がある」（東北，九州・
30代・記，カ），「高画質の動画が撮影できる
デジタルカメラを携帯。PCからの送信も可能」

（東京，中部・30代・記，40代・カ）。
中には，「デジタルカメラの動画機能を緊急

時に使用。民生用の映像，音声出力ケーブルと
ともに持ち歩いている」（近畿・30代・カ），「ムー
ビー機能がついたデジカメを携帯」（東京・30代・
記），「FOMAの動画」（九州・20代，40代・記，
北海道・50代・カ，他多数）。
【コンピューター】「PCを使った様々なツール。

Google-news, Google-earth, G-mail，RSSリー
ダー，Wikipedia」（北海道・30代・記），「スカ
イプといってインターネットを使ったテレビ電話」

（大阪，近畿・40代・記，カ，首都圏・20代・カ）。
【その他】「編集ソフト，IP伝送」（東京，近畿・

30代・記，北海道・40代・カ）と多種多様だ。
次のような意見も自由記述欄にあった。

「暗証番号つきのフラッシュメモリが配備され
るというがいつまでたっても来ない。炎天下，砂
埃の立つ災害現場で使用するので，防塵機能や
落下に強いパソコンが欲しい」（九州・30代・記）。

さて報道を一層充実させるために必要なこ
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ととして，記者が「記者教育の充実」と同程度
（32％）であげた「現場の記者の発想や判断を
重視する」は，“現場”が場所を意味するだけで
なく，何が，どのように起きているかを含めて
知っているのは，取材した記者，カメラマンで
あるということだ。「現在の報道を一層充実さ
せるために」との問いかけにこれだけ多いのは，

「重視されていない」ということの証なのか。
意外だったのは，記者，カメラマンともに「外

部からの報道への介入排除」が9番目であった
ことだ。「介入」自体がないと認識しているのか，
あるいは気づいていないのか。

NHK以外のマスコミや学者，研究者からは，
何か起きるとしばしばNHKに対する記事や論
文，コメントで「介入」が取り上げられるのだが。
実際には，「介入では」と思われる事案に向き合う
のは，ある程度の年代や立場になってからで，現
場で感じることは少ないのかもしれないし，現場
がそのように感じるようなことがあってはならない。

最後に設けた自由記述欄には，12%が記述し
てくれた。同じ内容やすでに紹介したものと重複
するものが多いが，“叫び”として掲載したい。
「官報的な報道，特に東京の出稿部の取材，

放送のあり方が，全中電波を通じてローカルの
放送人に悪影響を及ぼしている。NHK自体の
自己改革が必要だが，なかなか論議されないよ
うに思える。研究所からの提言も求めたい」（首
都圏・40代・記）。
「仕事量が多すぎ，慢性欠員状態の中で記者

生活は疲弊している。仲間同士飲みに行く余裕
もない。ローカルニュース番組枠の縮小を考え
る時期にきていると思う。ニュースを埋めるの
に追われ，やりがいを持ちにくい職場になって
いる」（九州・40代・記）。
「報道の充実のためには，人を増やすか，枠

を減らすかのどちらかだが，現実的には後者だ
と思う」（四国・30代・記）。
「ローカル局では，枠を“埋める仕事”に精一杯

の情況で，泊まりや企画当番が頻繁に回ってくる
上，本来業務とはいえない中継のネタ探しなども
回ってくる。体制の増員をして欲しい。無理なら
枠を減らすべきだ。現在の体制で世の中を変える
ような調査報道やスクープを出していこうという気
運はとても出てきそうにない。もう一つNHKは極
めてクレームに弱く，恐れている。記者が取材し
てきても面白い話や課題や批判的な内容は原稿
から削られ，表現が全て丸くなってしまう。鋭い
原稿がまったく出てこない」（地域，年代不明・記）。
「取材姿勢にメディアの驕りを感じ，失望させ

られたことは，NHK，他社を問わず日常的にあ
る。自分がその一員として取材相手から見られる
ことは，耐えがたいものがある」（東北・20代・記）。
「NHKを含めて社会全体が小役人化してい

ると思う。このアンケートも実名を求めるべき
だった。『顔出しはなしだから，話して』と言っ
ているのと同じだ」（中部・30代・記，本人は実
名で回答）。
「報道局と地方局の人事異動をもっと増やすべ

きだ。中央の能力やノウハウをもっと地方に戻し，
地方の取材力を高めないと先が続かない。中央
で人を抱え込みすぎている」（中部・30代・記）。
「本来報道局=地方局であるべきものが，報

道局＞地方局になっている。特にニュースウオッ
チ9が地方を引っ掻き回している。番組の趣旨
はわかるが，取材先がかぶってローカル用の取
材が拒否される弊害が出ている。あり方を考え
るべきだ」（不明・30代・記）。

一度退職した後，“生涯一記者”として復帰し
た大ベテランの声。
「市の観光協会に『酒まつり』の事前取材に
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行った際，事務局長から『ホームページを見て
きたか。あれに全部載っている』と言われた。
取材というものは，直接会って話をする，現場
を見ることから始まると考えていたが，もはや
時代が変わったのか。インターネットで検索す
れば簡単に入手できる情報。しかし頼りすぎは
いけない。イザという時，勝負できる取材力は
ついているのか」（中国・60代・記）。
「OBの活用と研修」（首都圏・60代・記）。
「NHKはどんな報道を目指すのか，現場にい

る一人一人が胸を張って言えることが大事であ
り，それが全体の活力になる。卑屈に取材相
手と接するのではなく，夢や信念を仲間と語り，
取材相手にもぶっつけるような記者に私はなり
たい」（東京・30代・記）。
「報道局の部を廃止し，クラブと遊軍のみに

した人事交流，情報の共有化をはかる」（東京・
30代・記）。
「全国的に他社に相手にされない『社内独自

ダネ』を平気で出稿する記者，デスクがいる。
それは成果主義（希望地への異動）が歪

いびつ

な形で
出ている証左だ」（東京・30代・記）。

以下はカメラマンの自由記述から。
「他のセクションの仕事を知る。情報取材だ

け，映像取材だけ，映像制作だけやっていく
時代ではない。もっとニュース全体のことを見
渡せる人材の教育が必要」（中国・20代，首都
圏・30代・カ）。
「昔と比べて記者になりたくてメディアに就職す

る人の割合は確実に減っていて，数多くの内定企
業のうちの一つのブランドとして選んでしまう人が
増えている。だから長く続かずにすぐ辞めてしまう
し，取材相手を思いやるという当たり前の気持ち
も育たないのではと感じる」（北海道・30代・カ）。
「大卒がそのまま記者になる場合，社会的経

験が浅いため，外部の人への対応や社会常識
が浅い人がいる」（中部・40代・カ）。
「女性が安心して働ける職場にして欲しい」（中

国・40代・カ）。
「はっきり言って事件・事故の放送が多すぎる。

不愉快なニュースはあまり見たくない。視聴者
のいやらしい好奇心を満足させる放送はしなく
ていい」（近畿・30代・カ）。
「顔出しリポートにデスクや管理職のチェック

が多すぎる。報告者の目線と言葉を生かしたレ
ポートでなければつまらない」（北海道・40代・カ）。
「やる気のある人材を採用すべきだ。いわゆる

“若者”が多く，記者や報道という仕事を理解
せずに入ってくる。デスク配置に問題あり。偏
りすぎでは? 地方にも優秀な人材はいる」（九州・
40代・カ）。
「スクープや競争や評価ばかりを気にしてい

て，テレビを見ている多くの人が，どんなニュー
スを知りたいと思っているのか，全員が忘れて
いる」（北海道・40代・カ）。
「外部プロダクションに対する職場改善を」（勤

務地域不明・30代・カ）。
「外部プロダクションの増員により職場にゆと

りを」（近畿・30代・カ）。
「記者が忙しすぎて現場に出られない状況が

続いている。後々デスクとして指揮する立場に
なった時，安全面も含めた適切な判断ができる
か現場の経験が必要だ」（九州・30代・カ）。

紙面に限りがあるため自由記述の紹介は以
上に留めたい。

今回のアンケートには，681人という予想以
上の記者，カメラマンが応じてくれた。しかも
113人（記者・85人+カメラマン28人）が，実名，
連絡先のメール，携帯電話番号まで開示してく
れ，疑問点について直接話を聞くことができた。
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このアンケートに答えたことで他から何らかの
影響を受けることは全くない。

アンケートの回答を読むにつけ，全国の記者，
カメラマンにとってNHKの不祥事が大きく影を
落としていることが分かった。また本誌2月号
での個人情報保護法以降の取材のしにくさの中
で，調査報道を含め日々の取材に邁進している
こと，自由回答による記者，カメラマンの意識
も少しながら窺うことができた。
「取材現場で何が起きているのか」をテーマ

にしながら，今回の調査の中で「株取引」につ
いて質すことがなかったのが悔やまれる。

もう一つ残念だったのは，プロ意識に欠ける
人たち（アンケートで記者かカメラマンかを明確
にしなかった）の存在だ。この人たちは，名を
名乗らず，立場を伝えず，他者に便乗して取材
したり，「NHKですが…」だけで電話取材など
をしたりしているのではと想像させてしまう。自
分が記者の，カメラマンの名刺を初めて受けとっ
たときの喜びを忘れてはいないか。報道に携わ
る者の基本は，正々堂々であり，フェアープレー
でありたいものだ。

    （とがし ゆたか /おまた いっぺい）

【参考】

引用した資料及び注釈：
1） 山田健太（2004）「法とジャーナリズム」（学陽書房）
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には，記者会見を開放した。
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材拠点」と位置付け，2002 年には「取材・報道の
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聞協会）及び「日本新聞協会」のホームページ
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在所爆破事件。共産党員5人が冤罪で逮捕され，
懲役 10 年などの有罪判決。事件現場から行方をく
らませた「市木春秋」こと戸高公徳巡査部長が鍵
を握ると見て，マスコミ各社が行方を追った。1957年
3月共同通信・原寿雄，斎藤茂男記者らの「取材チー
ム」が新宿で戸高を発見。控訴審，最高裁で無罪。
坂上遼（2007）「囮捜査～ドキュメント菅生事件」

（講談社『月刊現代』2007年 6月号～9月号掲載）
6） 1988 年 6月，リクルートコスモスの未公開株が川崎

市の助役に譲渡されたのに端を発した事件で，東京
地検特捜部が乗り出し，政官財を揺るがせた汚職
事件に発展。政治家2人を含む20人が起訴された。
山本博（2001）「朝日新聞の『調査報道』」（小
学館文庫）

7） 2000 年 11 月，「ゴッドハンド（神の手）」とい
われた考古学愛好家の藤村新一が遺跡調査で発
見する石器を，実は自分が密かに埋めていたこ
とを毎日新聞北海道支社の記者たちが「調査報
道」によって明らかにした。
毎日新聞旧石器遺跡取材班（2001）「発掘捏造」

（毎日新聞社）
8） メディア総合研究所（1998）「放送を市民の手に」

（花伝社）
9） 花田達朗・廣井脩編（2003）「論争いま，ジャー

ナリスト教育」（東京大学出版会）
10） 2003 年に早稲田大学大学院公共経営研究科が設

立され，「情報・ジャーナリズム」（コース）で，筑紫
哲也氏をはじめ，朝日，毎日，読売，日経，テレビ朝日，
フジテレビなどのキャスターや論説委員が「ジャーナ
リズム」論などを講義。現在，元日経コラムニスト
の田勢康弘氏らが教授。他大学にも波及。

11） 北方謙三（2005）「水滸伝 十六」（集英社） 柴進の
言葉〈戦の半分は兵站だった。流花寨が，宋軍の
あれだけの猛攻に耐え抜けたのも，兵站の心配だ
けはなかったことが，大きな要因になっている〉

回答した 681 人の内訳
対象 総数（人） 回答数（人） 回答率（％）

記者・カメラマン 1,123 681 61
記者 776 385 50
カメラマン 347 260 75
身分不明 36 3

回答者 記 者（人） カメラマン（人）
 20 代 147 65
 30 代 163 121
 40 代 44 43
 50 代 11 21
 60 代 6 3
 70 代 2
 無回答 12 7
 合計 385 260

性別 人数（人） 記者（人） カメラマン（人）
男性 583 317 254
女性 68 60 5
無回答 30  8  1
合計 681 385  260


