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NHK関係者ばかりではない。そこで指摘され
るのが「記者研修の徹底」だが，はたして研修
を行えば解決できる問題なのだろうか。

NHK報道局では，対策チームを編成し，再
発防止のための新たな取り組みを始めた。そこ
でまずNHKがどのような対策を講じ，具体的
にどのように対応しているのか，NHKの記者
再教育をケーススタディとして検証し，その上で

「不祥事解決のための研修」と「ジャーナリスト
教育」の関連について，考察していきたい。

 2．NHK 報道局の取り組みと現状分析

2 － 1．取り組み

昨年（2010年）10月8日の不祥事発覚直後，
編集主幹を座長とした「記者教育改革チーム」

（以下改革チームと略す）が発足した。すぐに
チームを立ち上げた背景には，この不祥事が，
インサイダー取引の時と同様，報道の根幹を揺
るがす問題であり，単に報道局だけでなく，全
国の記者にも危機意識を共有する必要に迫ら
れたからである。

これと相前後して，10月13日から11月4日に
かけて，報道局長をはじめ，編集主幹，政治，
経済，社会，国際，首都圏，スポーツ，テレビ・
ニュース部の各部長や専任部長ら報道局の幹部
が，一斉に全国の放送局を訪れ，今回の不祥
事によって，取材現場に多大な迷惑をかけたこ

 はじめに

今回の未曽有の大震災の犠牲者の方々に心
からお悔やみ申し上げますとともに，被害にあ
われた方々にお見舞い申し上げます。

こういう状況下にあって，「ジャーナリスト教
育とは悠長な」と思われる向きもあるかもしれま
せんが，こんな時だからこそ，「報道の姿勢」が
問われるのであり，その根幹をなす「ジャーナ
リスト教育」について言及することは意味がある
と考え，あえて掲載に踏み切ることとしました。

 1．ジャーナリスト教育再考のきっかけ

昨年3月，朝日新聞社ジャーナリスト学校の
『ジャーナリズム』に「NHKの記者教育とジャー
ナリスト教育の展望」を執筆した。その中で
は，主にNHK記者を対象にした取材研修の
内容や企業内研修ばかりではなく，企業を離
れたところでジャーナリストとして自立するため
の「ジャーナリスト教育」の必要性を指摘した。

ところが，昨年10月8日，NHKスポーツ部
記者（当時）が相撲部屋家宅捜索の情報を捜
査対象の親方にメールで知らせていたという不
祥事が発覚した。

何が原因なのか，2008年1月の記者やディレ
クターによるインサイダー取引といい，不祥事
が繰り返されるたびに同じ疑問に戸惑うのは，

ジャーナリスト教育再考
〜NHK記者再教育をケーススタディとして〜
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とを謝罪した。その上で，日中や夜7時のニュー
ス終了後に記者，デスクたちを囲んで，集中討
議を行った。そこでは，今回の不祥事をどう考
えるか，同じようなリスクを感じたことがあるか，
どのように対応するか，今一番望むことは何か
など，とにかく日々思っていることを忌憚なく発
言してもらい，地方局の声として集約した。

さらに10月28日から11月5日までは，報道
局内において緊急の倫理研修を実施，報道局
の全記者の出席を求め，危機管理部局や営業
局の担当者も講師として参加した。

ここでは，外部の目からはどう見えているの
かを中心に，まず報道局とは違った角度から意
見を述べてもらっている。特に視聴者と向き合
い，直接批判を受ける営業局からは，「いい加
減にしろ，何回不正をやったら気がすむのか」

「これは記者個人の問題ではない。インサイダー
の時よりはるかに大きな問題だ。再発防止を
しっかりしろ」といった視聴者からの抗議の声
が紹介された。また過去の不祥事によって受信
料収入が減った事例を具体的に示しながら，「こ
うしたことが，屋台骨を揺るがすことに直結す
る」との危機意識を持つように促された。

外部の目という点では，これと並行して，
ジャーナリストやジャーナリズム研究者，メディ
ア関係団体の有識者，取材を受ける立場の人
や弁護士など8人 1）から提言を求めた。

こうした取り組みの結果を踏まえた上で，昨年
12月22日に「改革案」の公表に踏み切った。そ
の「記者教育改革」は大きく3つに分類される。

Ⅰ．集合研修の見直し
1．�「スキルアップ」より前に，まず「ジャーナ
リスト育成」を主眼に。

2．�生涯にわたって「報道倫理」を繰り返し
教育。

3．�外部講師による講義の導入などで，「外部
の視点」を注入へ。

4．「現場実例主義」「討論主義」の研修へ。

Ⅱ．現場教育（ＯＪＴ 2））の強化
1．�地方局への「中堅記者派遣研修」の本格
実施。

2．�拠点局 3）ごとにスキルアップ研修を実施。
3．�記者の育成を担うデスクに対する報道倫理
教育の充実。

Ⅲ．報道局の取り組み
1．�報道倫理連絡会の設置と具体的な事案の
共有化。

2．�定期的な倫理研修会の開催。
3．�異動発令日に「ジャーナリスト研修」実施
へ。報道局に新たに異動してきた記者全
員に参加を義務付け 4）。

2 － 2．現状分析と具体策

こうして明らかになったことのひとつに，この
10年余りの間に地方局で起きている想像以上
の変容があった。

これまで地方局に配属された記者たちは，
先輩たちやデスク，他社の記者，さらには取材
先から，最低限守らなければならないルールや
記者の矜持を教えられたり，見よう見まねで学
んだりしてきた。その間にも，NHK放送研修
センターで毎年のように細かな研修教育 5）もあ
り，短いケースで5年から6，7年で，ほぼ完成
された記者と認知されてきた。

ところが現状では，若手の指導役だった地方
局に長年勤務してきた先輩たちが，ここ数年で
ことごとく退職や引退してしまった。その影響で，
地方局のリーダー格が入局10年前後の若手記
者にとって代わり，しかも地方局の半分から3
分の2は，入局3年以下の経験未熟な記者が占
めるようになってしまった。

さらに年次によっては，同時期入局の記者が
同じ局に複数配置されていることは，いまや珍
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しくなく，新人記者の多さ，中堅記者不足に各
局とも悩まされているのが現実である。

こうした人的構造上の問題は，1987年（昭
和62年）以降の大量採用や中堅記者の報道局

（東京）滞在率の高さから，しばしば指摘され
ていたことではあるが，早急な改善措置が取ら
れてこなかった。

しかも，取材先と普段顔を合わせることが多
い地方局においても，局内外の人間関係の希
薄さ，取材先のサラリーマン化で，夜回り取材
を双方が嫌がる傾向があり，ましてや記者を育
ててやろうという気概を持った取材先が年々減
少していることも判明した。

加えて，NHK独特の頻繁な会議や研修に
よって，常に何人かの記者が東京や拠点局など
に呼び上げられて，地元局にいない時間が多い
ことも問題として指摘された。

こうしたヒヤリングを通して報道局幹部から
は，本来，地方局時代に培うべき重要な経験
がすっぽり抜け落ちていたにもかかわらず，それ
に気づかず，実践的な記者教育の多くを地方局
任せにしてきたとの反省の声が数多く聞かれた。

2 － 3.　改革の推進と中堅記者派遣研修

報道局では，各地方局の意見を踏まえて，ま
ず，「研修」を増やさず，中身を変えていく方針
に切り替えた。

従来，「研修」と言えば，いろいろな報道局
幹部が交代で「講話」をする形式が多かったが，
これを改め，ディスカッション形式の「考えさせ
る研修」に切り替えた。

これについて，「改革チーム」座長の井上樹
彦編集主幹は，「だから，答えはＡでなくてもい
いんです。ＢであろうがＣであろうが，自分で
考えた意見を出してもらう。そうハーバード白

熱教室のような熱い研修に変えていきたいんで
す」と語る。

またNHKの3本柱である「選挙」「災害」「人
権」の研修についても次のように述べている。
「従来東京に集中していた記者研修を拠点局

に移して，東京から講師を派遣するよう改めま
す。それとあわせて，会議漬けを避けるため，
実利的なスキルを重視する一方で，スキル以前
の記者として堅持すべきもの，つまり『あなた
は，なぜジャーナリストになったのか』を考える
時間を増やしていきたいと考えています」

そして報道局が特に重視しているのが，公表
された改革項目の「Ⅱ― 1」にあたる地方局への

「中堅記者派遣研修の本格実施」である。
この研修は，昨年9月6日から17日まで札幌

管内の釧路局で行われたのを皮切りに，福島
局，帯広局，大分局で始まっていた。
「中堅記者派遣研修」と名付けられたこの研

修では，入局10年前後の報道局の政治・経済・
社会・科学文化・国際・生活情報・テレビニュー
ス各部の先輩記者を，中堅記者の手薄な地方局
に派遣するものである。派遣期間は10日から12日
間で，地方局の若手記者たちと共に取材し，企画
を作ったり，取材の手法を伝授したり，自分の体
験を紹介したりして，地方局記者の疑問や悩みを
吸収しようという試みで，3月中に終了した。実施
されたのは，次の表のように20局で，23年度の
派遣希望局についてはあらためて募集している。

放送局 開始日 終了日 派遣元
札幌管内
釧路局 9 月 6日 ～ 17日 社会部
帯広局 9 月21日 ～ 30日 科学文化部
函館局 3 月7日 ～ 18日 国際部
仙台管内
福島局 9 月13日 ～ 22日 経済部
秋田局 11 月8日 ～ 17日 社会部
青森局 1 月11日 ～ 21日 政治部
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20局に派遣された記者の報告から特徴的な
ものを見ていきたい。概ね各局とも入局1年か
ら3年までの記者が対象で，特に2年以降では
管内の支局や報道室勤務もいることから，そ
の指導にも派遣された中堅記者（以下中堅記者
と略す）が当たった。
【ケースⅠ】

事件や発生ものが少ない局の場合は，事件
取材の指導が難しく，話題ものなどに視点を変
えたところもある。例えば，涼しい北国の場合，
9月になっても25度を超える“夏日”だったこと
に着目し，「暑さの影響」をテーマに，1年目記
者が企画ニュースを制作するのに助言していく。

中堅記者は，「家電店でのクーラーや扇風機
の売り切れという情報だけでは，北国の特徴が
出ないので，国の特別天然記念物に目を向けて
見るように」とアドバイスした。その結果，「暑さ
で水温が上がり，傷ついたり，潰れたりした天然
記念物があり，これは暑さの影響だ」との情報
を得て，早速現地に出かけた。ここでは，まず
中堅記者がインタビュー取材の見本を見せ，1年
目記者が続いて行った。その結果，提供された

独自映像を使いながら，管内のネットワークニュー
スだけでなく，「おはよう日本」でも放送された。

この実地研修を通して，1年目の記者は，①
ネタの見つけ方，②取材の着眼点，③インタ
ビューの仕方，④企画の作り方，を次 と々学ん
でいった。
【ケースⅡ】

統一地方選挙が近いこともあって，中堅記者
は，国政，地方に関わらず，とにかくタイミン
グを見て政治家や秘書には必ず事前に会ってお
くこと，その際，政治家の経歴，地元の市議
選，県議選，知事選などの大まかな構図を日
ごろから勉強しておくことなどを支局記者に助
言している。

実際に選挙に出る若手県議，郡選挙区から
立候補する町議，市議，さらには市長にも一
緒に取材に出かけ，アポイントメントの取り方か
ら候補者の出身町村，選挙構図，過去の選挙
違反まで多くのデータを把握するように細かく
指導を行っていく。また，県政担当や選挙事
務局の記者にも，県議選の判定ポイントを直接
アドバイスしている。
【ケースⅢ】

ここでは，小さいと思われがちな情報で
も，多角的な視点から取材することで，大きな
ニュースになることを中堅記者が指導している。

県庁所在地の百貨店にある高級ブランドの直
営店が閉鎖になるとの情報をつかんだ3年目の
記者に対して，中堅記者は，「ひとつの店舗の
閉鎖と捉えずに，県や市の経済の現状を追うよ
うに」と助言。そこで市の小売業の売り上げの
変遷を経済産業省の「商業統計」で調べるよう
に伝え，さらに地元国立大学や商工会議所で
作るシンクタンクが行った消費者アンケート調査
の結果の内容確認や裏付け取材をするようにア

名古屋管内
富山局 11 月21日 ～ 12 月2日 国際部
津局 11 月29日 ～ 12 月8日 社会部
福井局 2 月14日 ～ 25日 テレビニュース部
大阪管内
大津局 10 月18日 ～ 27日 社会部
奈良局 12 月6日 ～ 15日 生活情報部
和歌山局 1 月31日 ～ 2 月10日 経済部
松山管内
高松局 10 月18日 ～ 27日 テレビニュース部
徳島局 11 月29日 ～ 12 月8日 社会部
高知局 2 月15日 ～ 25日 社会部
広島管内
鳥取局 1 月17日 ～ 28日 社会部
松江局 2 月16日 ～ 25日 社会部
福岡管内
大分局 10 月4日 ～ 13日 政治部
佐賀局 11 月22日 ～ 12 月1日 科学文化部
長崎局 1 月24日 ～ 2 月4日 科学文化部
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ドバイスした。
その結果，小売業の売り上げが，この10年

間で1,000 億円も減少していることや消費者の
60％以上が県外にある大都市まで買い物に出
かけている実態も明らかになった。百貨店側，
ブランドショップ側の「閉鎖」情報の裏付けも
取って放送している。

また住友金属と新日鐵の経営統合のニュー
スが伝えられたことを受けて，住友金属の地元
製鉄所社員の不安の声や市長に統合の情報が
入った経緯を取材するなど，「地域」に関連付
けて多角的に取材するように助言した。
【ケースⅣ】

日ごろから全国ニュースが多い局に派遣され
た中堅記者の場合は，「警察・司法」「高速道
路無料化問題」「鳥インフルエンザ関連」「老舗
デパートの閉店」「国際情勢と地元」「県庁舎移
転問題」「管内企画ニュース」と多岐にわたって
指導や助言をしている。

中でも東京と地方のギャップが県警の広報体
制に如実に表れている点に注目した。例えば，
交通事故の発生現場を町名までしか知らせな
かったり，容疑者の住所も番地までは明らかに
しなかったりと過剰な個人情報の管理が行われ
ていたことが判明した。そこで中堅記者は，個
別ではもちろん，他社とも協議して県警に改善
を申し入れるべきだと助言した。また警察が行
うイベント取材についても，単に警察が行うま
まに注意を呼び掛けるだけのニュースにするの
ではなく，被害の実態や最近の犯罪の傾向，
手口の特徴など問題意識を持って取材するよう
にアドバイスしている。

この他，取材そのものでなくても，インタ
ビューの依頼文をFAXで送る際に，メールを
出すような文面にならないように，NHKの文例

集や先輩の文書を参考にして書き方を覚えるよ
うに指導するなど，まさに実地訓練そのものが
行われてきた。

中堅記者派遣を受け入れた放送局の副部長
は，次のような感想を述べている。
「普段，中々デスクの目が届かない支局記者

にも丁寧な指導をしてもらい，本人たちにもい
い経験になった」

一方，指導を受けた記者たちの反応は次の
通りだ。
「一番大きい部分は，記者としてのこころ構

えの部分だったかもしれません。非常にストイッ
クな，しかし自分なりの記者としてのあり方は，
自分が記者としてどうあるべきか，もっと考えな
くてはならないと気づかされました」
「どんな取材でも，『おもしろがる』ことが大

切なんだと気づいた」
「自分の力の無さを痛感する機会がなかった。

あるいはそういう弱いところを見ようとしていな
かった自分にとって，非常にいい経験でした」
「取材の手法だけでなく，取材した後の情報

をいかに組み立てて考えるかというところに，重
点を置いた指導を受けた。先輩記者に気軽に相
談できる環境が，一時的にもできることで，助か
る機会がこれからも増えるのではないかと思う」
「選挙区の特徴の分析や，キーマンとなりそう

な取材先へのアプローチの仕方，それに情報
の整理の仕方を学ぶことができた」
「専門を持って働いている先輩から沢山学ん

だし，刺激を受けた。他の部の先輩にも来てほ
しい」
「全国ニュースの地方への影響を常に意識し

ながら取材することの大切さを学んだ。多くの
経験を積んだ先輩記者に直接取材の仕方やア
ドバイスをいただけてよい刺激になりました」
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逆に派遣された中堅記者は，「自分たちの時代
にも，こうした制度があったら，いろいろな面で
大いに参考になり，その後の記者人生の送り方
も変わっていたと思う」との意見を寄せている。

 3．外部識者の見方，考え方

3 － 1.　NHK外部の提言

今回の「改革チーム」が率先して，外部の目
を意識したことの表れとして，幅広い識者の声
に耳を傾けていることから窺える。

松田浩・元関東学院大学教授
インタビューを受けた8人のうちの1人で

『NHK　問われる公共放送』6）の著書もある。
―不祥事を振りかえって，どうすればこういっ

た不祥事はなくなると思いますか。

松田　基本的には会長以下，NHK 執行部が
先頭に立ってジャーナリズムのあり方を，身を
持って示していく，この一語に尽きます。迂遠
に見えるかもしれませんが，NHKの歴史を見直
して検証してみることも重要ですし，従軍慰安
婦の番組改編問題にしても，そのプロセスを明
らかにして，NHK 全体として意識し，これまで
の組織体質を見直していくことが大切だと思い
ます。NHK に限らず，今日のマス・メディア全
体に言えることですが，言論報道機関である以
上，権力を監視するという姿勢を示すこと，権
力との距離を組織全体が意識することが重要で
す。個々に心得違いをする記者が出てくるのは，
ジャーナリズムを担うという目的意識が組織風土
の中に生まれていないことにも要因があるように
思われます。ジャーナリストとしての誇りを持つ，
権力と対峙するという自覚を持つ，意識するよう
になれば不祥事はなくなっていくと思います。

―記者教育をどうすればいいと考えますか。

松田　これまで，記者教育と言えば，「NHKの」
「朝日の」「日経の」といった組織としてのジャー
ナリスト教育が延 と々行われてきました。企業や
組織が第一の記者教育が，日本のマス・メディ
アが罹っている病根だと思います。こうした組織，
企業論理を超えたところにジャーナリズムがある
わけですから，ここを変える意識，それも職場
から変えていくことが重要です。つまり職場内で
自由に発言できる雰囲気，自由な言論が行き交
う職場です。普段声を上げないけれど，ジャー
ナリストの志を持っている人は少なからずいる
はずです。そういう人たちが多数派になるよう
な職場環境を培っていくことが，不祥事をなく
すうえで重要なのです。

自由な空 気が職 場にみなぎっていれば，
ジャーナリストのあるべき姿について自由闊達
な意見交換も生まれてくるでしょうし，権力監視
や取材対象との関係において緊張関係を保つ
ことの重要さも，自ずと身につけていくことにな
ります。ジャーナリストの第一人者といわれるよ
うな方々の生の体験や忌憚ないＮＨＫ批判を聞
く研修が必要です。NHK OBのジャーナリスト
で，外部メディアで活躍されている人々が，外
からNHKをどう見ているのかといった声にも耳
を傾けることが大切だと思います。

原寿雄・元共同通信社主幹
最近『ジャーナリズムに生きて』7）を出版した

ばかりで，ジャーナリスト教育に関する論文 8）も
ある。今年85歳のジャーナリストはこう語る。
原　基本は，先輩記者の背中を見るところから
始まると思います。ジャーナリストとして，一所
懸命取材している先輩たちの姿が，後輩記者
を育てるのです。このことは，若手記者にも中
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堅記者にも双方に影響を及ぼすと思います。後
輩から見てもダメな先輩は，「反面教師」として
見て育っていけばいいのです。

ジャーナリストの世界が，商社マンや銀行
マンと違った空気を醸し出している職業だと認
識することが大切です。つまり自分がどれだけ
ジャーナリストであろうと意識して仕事をしてい
るかです。それはマス・メディアの世界の中の
空気とも関係します。「ジャーナリストになって
よかった」と思える職場環境を作っているか，
それが重要なのです。今回のメール問題にして
も，相手に良くしておくことで見返りを求めよう
としたのか，これまで良くしてもらったことへの
お返しをしようとしたのか。こうした意識があっ
たにせよ，「密着」と「癒着」との違いを認識し
ていなかったことが驚きでした。記者としての

「密着」と「癒着」を定義化してみることからわ
かることもあると思います。「密着」が高じてフ
ライングするケースもあるでしょう。取材先と親
しくなりすぎることが，許される話と許されない
話とがあると思います。「密着」と「癒着」のギ
リギリの狭い塀の上を歩いていて，塀の向こう
側に落ちないためには，こちら側のジャーナリ
ズム精神が日常的にしっかりしていなくてはなり
ません。そこには，「癒着」してでもおべっかを
使ってでも，情報を獲ってこいという周りの空
気があることも問題なのです。　

これは逆に取材相手の側，つまり情報を持っ
ている側にも言えることです。そこには「知る権
利」に対する取材対象側の認識もあると思いま
す。そうした中でも「特ダネ」は取れると思うの
です。もちろん情報の「ギブアンドテイク」はあ
りうることですが，今回のメール問題とは質が
違うと思います。紙一重の違い，それを身につ
けるのも記者にとって重要です。そういう意味

でも「記者の初期教育」の必要性は否めません。
記者に取材上の倫理教育を研修することは，一
定の効果があると思っています。本人は軽い気
持ちでも，組織に与えるダメージ，インパクトの
大きさを認知させるだけでも，意味があります。
そこには，ジャーナリストが置かれている社会
的厳しさを，初期教育で叩きこむことでしょう。
―ジャーナリスト教育の必要性はあると思わ

れますか。

原　もちろん重要です。アメリカでは，大学の
ジャーナリズム教育の中に，「倫理教育」とい
うのがあって，倫理教育が事実上のジャーナリ
ストの生き方の教育になっているのです。日本
では，知識として倫理を研修しているだけで，
ジャーナリストという職業人の生き方としての教
育になっていないのです。

大学でのジャーナリスト教育の中では，イン
フラストラクチャー作りが大切だと考えていま
す。これには2種類あって，ひとつは映像撮影
や通信などの基礎的な技術と知識を習得するこ
と。もうひとつは言論表現の自由やものの見方，
考え方の多様性などジャーナリズムを職業とす
る人間として必要な基礎知識と倫理の習得で
す。特に他を批判するジャーナリストの倫理は，
世間一般の人より一段と厳しい基準を求められ
ることを脳裏に叩き込み，生き方として身につけ
るようにする。その上で先輩たちから鍛えられ
るようにすることが必要と思います。

3 － 2.　元 NHK記者たちの提言

先の松田氏の指摘にもあったように，元
NHK記者で，現在民放テレビや他のマス・メ
ディアで活躍している2人からも，「外から見た
NHK記者教育とジャーナリスト教育のあり方」
について訊ねてみた。
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外交ジャーナリストで作家の手嶋龍一・慶応義
塾大学大学院教授
手嶋　まさに今がその時です。これまでの既成
メディアが崩壊しつつある中で，若いジャーナリ
ストが大きく伸びる要素を阻んでいるものには，
2 つあります。ひとつは自分の取材範囲に固執
するあまり，受け持ち外の出来ごとに鈍感になっ
てしまうことです。もうひとつは，記者クラブ制
度の中で，取材対象との距離の取り方が曖昧
になり，「肉薄」がいつのまにか「癒着」に変わっ
ていることに記者自身が気づかなくなっている
点です。先の相撲部屋へのメール問題も同様で，
守備範囲に固執すると，こういう事態も起きか
ねないと思います。
―「狭いエリア」に埋没しないためにはどう

したらいいのでしょうか。

手嶋　新人記者が地方局に赴任して，最初に
担当するのが警察ですが，このこと自体に意味
がないとは言いません。でも警察組織も時代と
ともに大きく様変わりしている。警察が持つヒ
エラルキーや官僚的な思考をそのままマス・メ
ディアが受け入れていいはずがありません。もっ
と視野の広い，複眼的な思考の記者を育てる
には，全ての新人記者を「警察取材」に放り込
む時代ではもはやないと思います。マス・メディ
アが，報道のクレジットを「警察」，「検察」，そ
れに「○○省庁」に安易に頼っていては，独自
の取材力で記事を書く力を失くしてしまう。い
まや一種の談合組織と世間から見られている記
者クラブ制度に拠り，官僚的権威に寄り添いな
がら記事を書く―これでは若い記者が二重に汚
染されてしまいます。ホワイトハウスにも「プレ
ス・コー（筆者注・press-corps：記者団）」は
存在しますが，単なる親睦組織で各自の取材
に介入することはありません。日本のマス・メディ

アが依拠してきた記者クラブは，世界中のどこ
を探してもありません。自分で考えることをせ
ず，発表先のクレジットがないと書けない記者
になってしまいます。これこそジャーナリストに
とって「死に至る病」と言っていいと思います。
権力について書くことと，権力に寄り添って書
くことは全く異なるのです。
―今回の大震災のような未曽有の有事に対

応できる記者になるには，どう心がければいい

のでしょうか。

手嶋　何と言っても，日ごろからの蓄積が大切
です。被災地の担当でない記者は，自分の守
備範囲ではないと逃げたり，自分が受け持つ
地域の原子力発電所では…といった程度の取
材に甘んじることなく，自分が全てを引き受け
るくらいの気概を持って，同様の事態に立ち向
かえるよう，日ごろから記者としての能力に磨き
をかけておくべきでしょう。そのためには，日々
の自己研鑽が欠かせません。記者には単なる
知識など役立ちません。1 次情報を自分でどう
つかみ，それを有事の放送でどう生かしていく
か，心がけておくことが重要です。有事には，
デスクのチェック機能はなかなか働かない。せ
いぜいが誰に生中継を委ねるかを決めることし
かできません。今度のような事態に立ち向かう
記者は，常日頃の取材，1 次情報の蓄積，処
理の仕方，その全てが記者本人の肩にかかっ
ているのです。

放送メディアは，とりわけ有事には，どんな
に新聞が頑張っても追い着けない圧倒的な存
在です。今回の大震災報道ひとつとってもよく
わかります。いくら新聞が号外を出そうとも，
圧倒的情報量をリアルタイムで伝える放送は優
位に立っています。それだけに，シナリオのな
い展開のなかで，それを刻 と々伝え，視聴者の
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期待に耐えうる放送を出す能力を養っておくこ
とが何より大切です。

フリーのジャーナリストの池上彰氏
池上　我々はなぜ非常線の先に行けるのか
―これが新人記者研修の時に学んだことで，
今でも忘れられない言葉です。マスコミは，国
民の知る権利に奉仕するために特権が認めら
れています。だからそのためにもチャンとした取
材をし，チャンとした記事を書き，チャンとした
レポートをしろということだと思います。今の若
い人たちは，キチンと具体的に提示されないと
理解できない人が多いように思います。そうで
あれば，「取材のモラルを守れ」とか抽象的な
ことを言ってもダメで，キチンと具体的に教えれ
ばいいのです。

例えば，取材先から物をもらってはいけない，
奢られてはいけない，万一奢られたら必ず何ら
かの形で返すとか，気持ちの上で借りを作らな
いことが重要だといったように。それは取材先
との関係に一定の距離を保つということで，今
回指摘された「メール問題」も，おそらく距離
の取り方を誤ったのだと思います。なぜそれが
いけないのか，という「なぜ」を今の若い記者
たちには，丁寧に伝えることが大切です。今回
の福島第1原発にしても，なぜ20キロ以内は
避難で，20キロから30キロまでは屋内退避な
のか，その「なぜ」を説明しないと，わからな
いのと同じです。
―では，企業における記者教育はどうあるべ

きでしょうか。

池上　新人記者の時，最初の 1 日だけ先輩が
警察署を連れて回ってくれましたが，「あとは自
分でやれ」と言われて途方に暮れました。記者
は職人ですから，やはり教えられるのではなく

て，技や術は先輩たちから盗む，真似るなかで
身につけていくのだと思います。

当時松江には，県政担当で豊原幹治さん
（筆者注・後に社会部長，ニュースセンター長，
現在72歳。東広島で地域担当のNHK契約
記者）という先輩がいました。私たち県警担
当2人が休日の時に，カバーで入っただけなの
に1日に2 本の特ダネを書かれたことがありま
した。彼は県庁を担当していても，帰宅途中
に必ず毎日のように警察署に顔を出していたん
です。そういう目に見えないところでも，「自分
でやる」ことの大切さを先輩の後ろ姿から学び
ました。

松江の後，広島県の呉通信部に行ったので
すが，これは自分から希望しました。理由は，
1人で全てやりたいという気持ちが強かったか
らです。ここでの生活は，今日の基礎を作った
と言ってもいいくらい，多くを学びました。当
時は，記者がムービーカメラを回すことはほと
んどありませんでしたが，通信部は全部1人
でやるのです。撮った映像を広島局の映像編
集マンが見てくれるのですが，「これはいい絵
だ，ここはもうちょっとこういう角度から撮ると
良い」といった具合に指導してくれるんですね。
今，番組を作る時に，ディレクターに「こういう
絵を」と言えるのも，この時の経験が大きいで
すね。
―NHKを辞められてからは，ジャーナリスト

という立場で活躍されているのですが，ジャー

ナリスト教育についてはどう考えますか。

池上　記者になったのは，世の中の様 な々こと
を伝えること，不正を暴くこと，災害なども報
道を通して，どうしてこれだけ多くの人が被害
にあったのかを伝えることで，世の中を変えて
いきたいと思ったからです。
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企業にいようがフリーであろうが，ジャーナリ
ストとして大切なことは，記者（ジャーナリスト）
の力で世の中を変えていくと考えるのは，思
い上がりだということです。ジャーナリストは，
人々の力を信じる。これは，人々に伝えること
で，そこから先は世論が判断するのです。客
観的に視聴者，読者に伝えることで，結果的に
良いことにつながるようにするのがジャーナリス
トの役目だと思います。　

今回の大震災でもNHKの報道は，客観的
事実をキチンと伝える。それに対して民放の場
合は，キャスターが自分の意見を主張する。こ
れは，視聴者を信頼していないのではないで
しょうか。つまり視聴者に教えてやるといった
意識がどこかで働いているのではないでしょう
か。そうならないためにも，「自分は，何のため
に記者になったのか」を自問自答し続けること
が大切です。

もうひとつジャーナリストにとって重要なこと
は，個別具体的な事例をトコトン取材して，そ
れを俯瞰してみることです。するとそこには，
一般的な傾向や共通する事象などが見えてきま
す。個別具体的な取材を沢山積み重ねていくこ
とがジャーナリストとしての自分を鍛えることだ
と思います。

 4．今回の記者教育の検証

今回の「メール問題」で，指摘すべきことは，
2点あげられる。ひとつは，「家宅捜索情報を，
スポーツ紙の記者から得た」という説明が報道局
から公表されていたが，スポーツ記者は，その
事実関係の裏取り取材を行ったのか。NHKの
記者であろうとフリーのジャーナリストであろうと，

「事実」の確認は最低限の作業である。いい加

減なうわさで，素人が（中にはジャーナリストを自
称する者が）ブログやツイッターなどに書くのと，
記者やジャーナリストが報道記事を書くのとで
は，意味も価値も大きく違う。それは，「確認した，
裏付けられた事実を報じる」という行為において，

「記者」であり「ジャーナリスト」であるからだ。そ
の作業を進めていくうちに，先輩やデスクに相談
せざるを得ない状況も生まれたであろうし，他の
部局の協力を得る事態も生じたかもしれない。

もうひとつは，何らかの形で「記事化する」
ことを意識したかどうかである。ひとつめと密
接に関連しているが，記事化しようと思えば「裏
付け取材」は不可欠となる。「報道しよう」とい
う意識の欠如が，今回の不祥事を招く要因と
なっている。つまり記者研修の根幹は，「倫理」
というよりは（いや倫理もあるのかもしれないだ
ろうが），「なぜ記者になったのか」という池上
氏の指摘と相通じる。

NHK記者教育の再検証と実行という点で
は，今回の「改革チーム」の迅速な対応は，い
くつかの面で，日本の社内記者研修としては画
期的要素を含んでいるようにも思われる。

他のマス・メディアでは，全国規模の大掛か
りな討議や問題提起，さらには中堅記者の派
遣など手厚い対応は，なかなか難しいと推察
されるからだ。しかも，外部の部局や識者の
声を反映させようとの試行は，メンバーの中に
NHKに対して相当厳しい意見を持つ識者も含
まれていることから，「形式」だけに終わらせら
れない「真摯」な姿勢が窺える。

また，「中堅記者派遣制度」も，これまでの
NHKにはない初めての試みとして注目してい
いように思われる。しかし，地方局に若手記
者が増えてくると中堅記者を派遣する取り組み
は，決してNHKが初めてではない。その実例
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を1980年代の朝日新聞社の「Ｂ－Ｂ制度 9）」に
見ることができる。

朝日新聞社ジャーナリスト学校前事務局長の
五十嵐浩司氏によると，「地方支局（現・総局）
に若手が増えて，デスクだけではなかなか指導
が行き届かないことから，30代半ばの中堅記
者を2年間支局勤務にする制度として始まった」
という。その後，朝日新聞では，デスクを補佐
するサブデスク制度や中堅記者を地方総局に戻
す「地方還流制度」などもできて，「Ｂ－Ｂ制度」
の意味合いは総体的に薄れている。

朝日新聞の「Ｂ－Ｂ制度」の実効については
明確でないが，ここで注目されるのは，朝日新
聞のその制度が，2年間という長期間にわたっ
ているのに比べ，NHKの場合は10日から12日
間という短期であるところだ。確かにカンフル
剤的効果は望めても，将来にわたって持続可
能かといえば，不確定要素が多いように思われ
る。今後も繰り返し，中堅記者を「研修要員」
として送り込むだけでなく，中堅記者を順次地
方局に戻していく「還流方式」についても検討
されるものと思料される。

今回の「中堅記者派遣」措置は，各局から
も好評のようだが，気になるのは，報道局の
意欲と受け入れ側の意識とに落差はないのか
という点だ。地方局にも有能な中堅記者が活
躍していて，何も報道局の記者だけが優秀だ
というわけではない。若い記者が，地元の記
者の言うことを軽んずるようなことがないような
配慮も必要となってくるであろう。その一方で，
派遣された記者の中にも，派遣先の同年代や
先輩記者，デスクとのコミュニケーションに神
経をすり減らすケースが出てきてもおかしくない
と推測される。派遣された記者たちの「報告
書」の文字面だけでなく，その片言隻句の奥

や行間から読み取る，実態の把握にも，「改革
チーム」は，注意しながら派遣研修を進めてい
く必要がありそうだ。

 5．記者教育とジャーナリスト教育再考

記者教育は“共有できる方法論”を，研修や
記者生活の中で伝えていけば身につくものであ
ると思う。かつて筆者は，不動産登記の取り方，
読み方などがわからず，飛び込みで不動産鑑定
士のいる不動産屋に菓子箱一つ持って教えを
請いに行ったことがある。訴状や判決文の読み
方にしても，弁護士に習ったり，有価証券報告
書の読み方などを証券マンに教わった。どの
記者でも知っておけば確実に役立つことは，全
ての記者が共有すればいいことであって，記者
教育もその範疇であると考える。それに対して，
ジャーナリスト教育は，そうした記者の基盤とは
別の，理念であり，生き方であり，矜持である。
それを現場の中で，どう生かしていくのかを考
えるところにジャーナリズム，ジャーナリスト教
育があると考えている。

今回，日本を代表するジャーナリストたちの
見解を聞きながら，現場をどう捉えるのかとい
う視点が見えにくいと感じてしまったのは，か
つての筆者と取材先との距離が近すぎたせいか
もしれない。
「理念と現実のギャップ」とでもいうのだろう

か。例えば，特捜部批判の嵐が吹き荒れる時，
特捜部担当の司法記者がどこまで特捜部に深
く斬り込めるのだろうか。常に特捜部批判を繰
り返す急先鋒は，普段から直接1次，2次情報
に接する機会が少ない人たちに多いように思わ
れる。日に2回も3回も取材先と顔を合わせる
記者たちにとって，取材先との距離の取り方ほ
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ど難しいものはない。「言うは易く，行うは難し」
であり，苦汁の日々が続いたであろうことが想
像される。

そうした中で，朝日新聞大阪本社社会部の
FD改ざん報道は，渦中の担当記者が事実の積
み重ねの中から，検察の不正を暴露して見せた
ところに，苦汁の日々の中から抜け出す手法を
見出せそうだ。そこには，「理念と現実のギャッ
プ」を埋めるには，「事実を持って，事実を語ら
せる」という記者本来の取材姿勢を窺うことが
できる。

さらに言えば，大阪社会部の記者やキャッ
プが，実は社員研修を受けてきたプロパーでは
なく，地方新聞からキャリア採用された記者た
ちというのも，つまり「朝日」という冠を超えた
ジャーナリストであったことが，今日のマス・メ
ディアの採用方法も含めて，ジャーナリズムに
新しい光明を与えているように思料される。

筆者は，ジャーナリストは，書いた記事，撮っ
た映像，作った番組で“勝負”するのであって
学歴や経歴は重要ではないと常々主張してい
る。だからジャーナリストになって「ジャーナリ
ズム再教育」を受けるのは，ジャーナリストとし
てジャーナリズムの基礎理論や歴史を身につけ
るために学ぶのであって，学歴や経歴を積み上
げるためとは大いに違う。件の『ジャーナリズ
ム10）』の中で，企業での記者研修とは別に，デ
スクに就任する直前のベテラン記者たちを，2
週間という短期間だけ集中的に大学院のジャー
ナリズムコースに放り込んで，「メディアと権力」

「メディアの公共性」「戦争とメディア」など徹
底したジャーナリズムの原理論や歴史，理念を
学ばせることが，マス・メディアを活性化させ
ると述べてきた。今その枠組みを，さらに広げ
て5年に1度ほどのスパンで，「企業の記者研

修」とは別に，各社の記者たちが，一堂に会し
た「ジャーナリズム，ジャーナリスト再教育」を
行う必然性を感じている。そこでは，既存のマ
ス・メディアが信頼される拠り所としている「事
実の裏付け」「正確な報道」というジャーナリス
トが堅持しなければならない基礎的，基本的
な作業を一人ひとり再確認していくことが重要
と思われる。インターネットの時代であろうと
も，ジャーナリズムが不滅なのは，報道する手
段は変わっても，正確な情報を求める人間の欲
望に変わりはないからである。

（おまた いっぺい）
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