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要　　旨

　2014年に「虚偽報道」として糾弾された朝日新聞の「吉田調書」「吉田証言」を巡る２つの報道を
契機として、現代ジャーナリズムの抱える組織的問題を浮き彫りにした。同社の立ち上げた第三者委
員会の報告を中心に大手マスメディアにおける個々の記者と全体組織との相関関係が生み出す危うさ
を抽出し、マスメディアの分析も手がけた社会学者のニクラス・ルーマンの社会システム理論から分
析した。
　ルーマン理論によると、１つの社会システムは外部環境との「差異」を生み出す閉じられたシステ
ムであり、コミュニケーションの連鎖による再生産システムが機能するためには「複雑性の縮減」が
行われなければならない。「テーマ性」に基づくマスメディアは情報の無限の再生産のために、経営・
編集のトップから末端の記者に至るまでその選択に当たって裁量の自由は制限されている。そこから
大手マスメディアの現場に立ち返ると、コミュニケーションが形式に堕し、個々の記者の育むジャー
ナリズム倫理が歪み、組織のヒエラルキーのなかで経営・編集トップと中間管理職、末端の記者の織
りなす人間関係が奇妙な意思決定を生む可能性を秘めている。
　市民社会におけるジャーナリズムの使命を明確にするために、既存の組織ジャーナリズムには構成
員の内部的自由を保証する「開かれた編集局」が求められ、さらにジャーナリストと外部社会の「緩
やかな結合」からなる新しいジャーナリズムの姿を模索するものである。
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英文要旨

This monograph carved the systematic problem of contemporary journalism in relief, through the 2 
articles over “Yoshida Transcripts” and “Yoshida Evidence” in the newspaper Asahi that were denounced as 
“false reports”. �rough the reports of third-party committees that �e Asahi set up, I extracted the danger 

which the correlation of individual journalists and total organization gives rise to, then analyzed from the theory 
of social system of Niklas Luhmann, which analyzed also the mass media.

According to Luhmann’s theory, a social system is the closed system which produces “di�erence” from 
external environment, and to function as reproduction system with chain communication, it is necessary to do 
“reduction of complication”. For the mass media on the basis of “theme”, from the top of management and 

editing to the end of newspaperman, the discretionary power is restricted in case of the selection for in�nite 
reproduction of information. To return to the scene of the mass media, the communication degenerates into 
formality, the developing moral of individual journalists is warped, and it is possible that the human relations 
among the top of management and editing, the middle manager and the end journalist produce strange 
decision-making.

査読付き論文



１．はじめに

　2014年は、朝日新聞の２つの報道がジャーナリ

ズムの信頼を揺るがすものとして俎上に上がっ

た。「吉田調書」１）と「吉田証言」２）という、いみ

じくも似た名前の人物からの調書／証言をもとに

した朝日新聞の特報はその後、〝虚偽報道〟との

誹りを受け、同社の音頭で立ち上げられたそれぞ

れの委員会からも社内体制の見直しを促す見解が

示された。朝日新聞は最終的に記事を取り消し

たうえで謝罪し、社長の辞任を余儀なくされた３）

が、当論稿はそうした記事を生み出す現行の組織

マスメディア全体の体質に迫るものである。つま

り、朝日新聞社に限らずどの報道機関にも同様の

報道をしがちな構造的欠陥があるものと捉え、そ

こから抜け出してジャーナリズムの本質に立ち返

ることができるかどうかを検証するものである。

　当論稿ではまず、朝日新聞の２つの報道に関す

るそれぞれの委員会の報告を中心に報道機関が普

遍的に抱える構造的な問題を読み取り、ジャーナ

リズムの原理とのズレを指摘する。そこには現代

社会における１つのシステムとして機能する組織

ジャーナリズムが、そのシステム維持のためにそ

の独自性をどう保って存在意義を認めさせている

かという観点も必要だ。この点を検証するにはニ

クラス・ルーマンのシステム理論が有効と考え、

ルーマンの「システムと環境との差異」という観

点から分析するものである。

　日本は欧米と違って記者クラブ制度など発表

ジャーナリズムに頼りがちな歴史的側面を備えて

はいるものの、日本が戦後にそのモデルとした米

国などでも「ジミーの世界」４）に代表される虚偽報

道は絶えず、そこに流れる組織と個々の記者の関

係が孕む問題は同一と考えられる。当論稿では日

本の組織メディアを前提に論じるが、現代ジャー

ナリズムが組織の呪縛に代表されるシステムの再

生産システムから抜け出し、新たなジャーナリズ

ムの可能性に進む道を示唆するものである。

２．「吉田調書」「吉田証言」報告からの
論点

２．１　紙面化過程に至る奇妙さ

　朝日新聞が2014年５月20日朝刊で特報した「吉

田調書」入手に関する報道は、原発事故が広がる

なかでの福島第一原子力発電所内の切迫した事態

での吉田昌郎所長（故人）と所員たちのやり取り

を取り上げており、所員たちが「命令に違反」し

て「撤退」したかどうかそもそもが判断の難しい

問題である。同社から見解を求められて立ち上

がった「報道と人権委員会（PRC）」の報告「『福
島原発事故・吉田調書』報道に関する見解」（以

下「見解」と記述）にみられるように、吉田所長

のそれが強制性を伴わない「指示」であり、所員

たちはいつでも戻って来られるよう「退避」した

だけと捉えるならば、「命令違反による撤退」と

は言えなくなってしまう。

　東日本大震災によって福島第一原発は１号機原

子炉建屋に続き、３号機が相次いで爆発、２号機

も格納容器の圧力が異常に上昇し、緊迫した局面

にあった。「報道と人権委員会」は、吉田所長は

当初、操作や復旧作業に必要な最低限の人員を残

して後は第二原発に退避させようと考え、前もっ

てそのような指示や準備もしていたが、いよいよ

危なくなった2011年３月15日早朝の時点でテレビ

会議において「高線量の場所から一時退避し、す

ぐに現場に戻れる第一原発構内での待機」とそれ

までの対応とは違う発言をしたとしている。退避
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To clarify the mission of journalism in civil societies, the “open editorial o�ce” is demanded to guarantee 
the internal liberty, and I search the state of new journalism with “loose combination” between journalists and 
external society.
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のための車を用意させた時点でそれを指示した所

員が、それまでの流れからして第二原発に行くも

のと判断して運転手に指示したという経緯を説明

している（見解 2014: 4-5）。
　つまり、所長の指示の不徹底と「伝言ゲーム」

による意思疎通の欠如が話をややこしくしている

というわけだが、吉田所長が「よく考えれば２Ｆ

（第二原発）に行った方がはるかに正しいと思っ

た」という述懐からも所長の指示自体が曖昧だっ

た可能性を指摘する。もう１つ、そもそも朝日新

聞の報道にはほとんど新しい事実がないという指

摘もある。PRCの見解では、９割の所員が第二
原発に移動したことも、吉田所長の構内の線量の

低いエリアへの退避というテレビ会議での指示も

すでに報じられていることも既知の事実であり

（見解 2014: 11）、朝日新聞が「吉田調書」からそ
の２つの事実を結びつけて「命令違反による撤

退」という部分に焦点を当てたことを示唆する。

　「吉田調書」の紙面化に当たっては、社の上層部

が調書を読み込んだ形跡がなく、現場の記者のス

トーリー仕立てに引きずられたとして、PRCの報
告書は「取材記者の推測にすぎず、吉田氏が調書

で述べている内容と相違している。読者に誤解を

招く内容となっている」（見解 2014: 2）としている。
　ただ、PRCの見解を巡ってはそれを否定する
論調もあり、吉田所長の第一原発構内での退避指

示は明確であり、所員たちが第二原発へ撤退した

のは明らかに命令違反である、といった朝日新聞

の記事に間違いはないとする。原発事故情報公開

弁護団の一員である海渡雄一弁護士らが著した

『朝日新聞「吉田調書報道」は誤報ではない』は、

「PRCは取材記者に対しては事実と推測を峻別せ
よといいつつ、客観的に事実を確定できない経緯

について推測の積み重ねにもとづいて論旨を組み

立て、吉田調書報道を論難しているにすぎないよ

うに見える」（海渡雄一他 2015: 73）と傍証を挙
げて記事が間違いでないとする５）。

　朝日批判も朝日擁護も、双方に拠って立つイデ

オロギー的価値観を禁じ得ないが、そもそも原発

事故の大混乱のなかで例え指示が明確であったと

しても、それを受けた人間がそのまま動くとは限

らず、身に危険が迫る極限状況にあって指示通り

に動かなかったとしてもそれは責められるべきこ

となのか。さらなる新たな事実が出てこない限

り、現段階でその是非は下せない。

　しかし、PRCの報告からも、朝日新聞の記者
が所員に裏づけをとる作業をせずに、「吉田調書」

だけを読み解いて記事を書いたことは明確で、秘

密保持から社内でその内容が共有されることはな

かった。調書自体が分厚く、専門用語が多いた

め、瞥見した担当次長も記者から説明を受けただ

けという（見解 2014: 12, 15）。政府事故調が関係
者に聴取して公開した調書は「吉田調書」を含め

て一部に過ぎず、その「吉田調書」自体にも不

自然さが残ることは『朝日新聞「吉田調書報道」

は誤報ではない』も指摘している（海渡雄一他 
2015: 55-7）。
　「吉田調書」の錯綜した供述だけから命令違反

を読み取るのは無理があり、当論稿では新聞社側

がそう解釈する土壌を生み出す組織構造に着目す

る。加えて、PRCの指摘する「伝言ゲーム」に
よる意思疎通の欠如（前述のように否定論調もあ

り）は大手マスメディア自体にも往々にみられる

ものであり、それは「吉田証言」報道につながる

問題として取り上げる。

＊　　　＊　　　＊

　慰安婦問題に関して朝日新聞が行った取材・報

道は1980年代からの長年にわたるもので、その後

の韓国などとの関係悪化もあってその「吉田証言」

に対する疑念が膨らんでいった。朝日新聞は2014

年８月５日、６日の検証記事で記事を取り消した

ものの、「吉田証言」の虚偽性についてきちんと検

証できたわけではない。当の吉田清治氏はすでに

故人であり、「吉田証言」の初報から30年以上も

経過したうえに、一連の記事に関わった記者が多

数に及ぶことから、そもそも白黒を明確につける

には無理があるといえる。朝日新聞社が設置した

第三者委員会（中込秀樹委員長）の報告書からも
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いえるように、朝日新聞社はその間にも世間から

の批判とともに何度か検証を試みているが、事実

を判定するには至っていない。1997年３月31日の

特集記事では「真偽は確認できない」としながら

も、軍や官憲でなくとも民間が強制した事実はあ

るとして、「広義の強制性」に論点をすり替えた点

も報告書は指摘している（報告書 2014: 19-20）。
　第三者委員会の調査でも相当以前の事実関係は

かなりあやふやな部分が多いとしても、14年８月

の検証記事を受けたジャーナリスト池上彰氏のコ

ラムを巡る掲載拒否問題は直近のことだけに事実

関係がかなり明確になっている。報告書による

と、池上氏に執筆依頼をしたのは朝日新聞である

にも関わらず、ゲラ刷りを見て掲載に難色を示し

たのは木村伊量社長（当時）という。ゼネラルエ

ディター（GE）やゼネラルマネジャー（GM）な
ど経営幹部の段階では掲載を問題視する声は出な

かったが、社長が難色を示したことで池上氏には

書き直しの依頼をして交渉が行き詰まっていた段

階で、情報が外部に漏れて表沙汰となった。

　報告書はこの点について、「社長の木村は、池

上氏のコラムの原稿については感想を述べたがあ

くまで感想を述べただけで、掲載見送りを判断し

たのは杉浦であるという趣旨の説明をした」（報

告書 2014: 49）としている。「杉浦」は編集担当
であり、これによって「編集部門が抗しきれずに

掲載を見送ることになったもので、掲載拒否は

実質的には木村の判断によるものと認められる」

（報告書 2014: 49）と結論づけている。
　ここには「経営と編集の分離」という報道機関

における原則６）が損なわれているという論調は

報告書も取り上げているが、当論稿は現代の組織

社会におけるヒエラルキーのなかでの構成員相互

の関係性にその本質を求めるものである。

２．２　第三者委員会のみる新聞社の体質

　「吉田調書」と「吉田証言」に関する両委員会

の報告書を読む限り、それに関わった朝日新聞の

記者たちがそれほどジャーナリズム倫理に反した

行動をしているわけではない。少なくとも法に抵

触する取材活動を展開したわけではなく、当人た

ちが悪意をもって記事を捏造したわけではない。

確かに裏付け取材をきちんとしていなかったと

か、訂正するには遅きに失したとか、報告書も指

摘しているようにいろいろと批判は免れないとこ

ろではあるが、そこには現代ジャーナリズムの抱

える本質的な問題が潜んでいると考える。

　「吉田調書」に関する「報道と人権委員会」の報

告では、朝日新聞社が2006年に発足させた特別報

道部（前身は特別報道チーム）に言及しているの

は注目される。報告書も言うように「調査報道は、

新聞ジャーナリズムの柱の１つ」（見解 2014: 3）で
あることは間違いないところで、朝日新聞の独自

の調査報道は東日本大震災における原発事故関連

の報道では２年連続で日本新聞協会賞を受賞した

ほどだ。

　特別報道部は固有の紙面を持たないだけに、世

間の耳目を集める特ダネを仕入れてくる強靭な取

材力と、それを社内的にもアピールする政治力も

求められる。当然、同部に配属される記者は十分

な能力と経験を有し、実際に「吉田調書」報道の

中心となった取材記者２人やその周辺の中間管理

職も十分な実績を重ねていた（見解 2014: 10）。「吉
田調書」報道ではそれが逆に「過信があり、謙虚

さを欠いた」（見解 2014: 2）として組織の改革を
求めている。

　「吉田証言」に関する報告書では、最後に問題

点を指摘するとともに、第三者委員会の委員が個

別意見をそれぞれ述べている。そこから当論文の

趣旨に関連する部分を取り上げると、次のように

なる。

　まず、先入観が先に立った偏向報道であるとの

批判は免れないという点。新聞が事実を伝えるだ

けでなく、一定の方向性を持つことは容認される

が、北岡伸一委員は「過剰な正義の追求」「キャン

ペーン体質の過剰」（報告書 2014: 93）とともに、
「自らの主張のために、他者の言説を歪曲ないし貶

める傾向」（報告書 2014: 95）につながる論点のす
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り替えが行われるとする。岡本行夫委員は「エリー

トである社員は独善的とならないか。……新聞社

は運動体ではない」（報告書 2014: 93）と喝破する。
　波多野澄雄委員は朝日新聞の戦後補償報道につ

いては、「『加害者』と『被害者』という二分法に

陥る傾向がある」（報告書 2014: 96）とする。人権
派報道にはありがちな傾向ではあるが、その割に

現場の記者に「女性の人権」に対する視点は欠け

ていたと指摘するのは林香里委員である（報告書 
2014: 97）。すべてを国家の問題に帰する姿勢は、
朝日新聞の「物事をもっぱら政府対人民の図式で

考える傾向」（北岡委員＝報告書 2014: 93）に由
来している。報告書は、その姿勢が日韓の無用な

反感と軋轢を生んだとして報道の政治や社会に及

ぼす影響への自覚が足りなかったとしている７）。

　もう１つは、経営幹部とその下の編集幹部との

関係である。報告書は、「編集担当の取締役は編

集について最終責任を持つから、その者が拒否す

れば代表取締役の意思が実現することはなかった

が、結局のところ代表取締役に抵抗できなかった。

そもそも代表取締役と編集担当取締役によって対

応についての方針が決定され、他からの意見を

入れる余地の少ない体制となっている」（報告書 
2014: 90）と結論づけている。
　報告書によると2014年８月の検証記事において

も読者への謝罪に至らなかったことについて、謝

罪すれば報道全体が捏造だとエスカレートして信

用失墜に至ると経営幹部が恐れ、当初は入ってい

た謝罪文言を外す判断をしたという。池上彰氏の

コラムについても同様である。そして、田原総一

朗委員は「最高幹部の判断が誤りであったと同時

に、編集部門のスタッフがなぜ最高幹部の誤りを

指摘してとことん議論を尽くすことが出来なかっ

たのか」（報告書 2014: 95）と問題提起する。

３．ルーマン理論からみたマスメディア

３．１　「差異」生み出す閉じた再生産システム

　朝日新聞の２つの報道を巡る第三者委員会の報

告を中心に、大手マスメディアの内部で起きる組

織的問題をみたが、それをもとに現代ジャーナリ

ズムの抱える構造的問題をルーマンの社会システ

ム理論から普遍化する試みへと移る。ルーマンの

故郷、ドイツではコミュニケーション学において

ルーマン理論がどの程度適用できるか模索が続い

ているという８）。実際、ルーマン自身が『マスメ

ディアのリアリティ』を著して、自身の社会シス

テム理論をマスメディア組織に援用している。

　ルーマンの『社会システム理論』は、「システム

と環境の差異」（Di�erenz von System und Umwelt）
を出発点としている。「それぞれのシステムは、そ

の環境に対する差異を生み出し、その差異を維持

することをとおしてみずからを形成し、維持して

いる。またシステムはこうした差異を調整するため

にその境界を役立てている」（Luhmann 1984=1993: 
24）。つまり、すべての社会システムの形成と存続

は他のシステム（環境）との差異に基づいており、

それは閉じられたシステムとして環境から独立し

ている。そこに、それぞれの職業における独自の

論理が生まれ、また職業倫理の確立にもつながっ

ている。

　そして、それぞれのシステムのなかでシステム

形成が繰り返されて多様な統一体となるのだが、

システムが統一を保って作動するためにはその複

雑性が縮減されなければならない。その結果、シ

ステム内には選択の強制が内在化されているのだ

が、それは自動的な再生産システム（オートポイ

エーシス）でもある。

　 　諸要素は、システム形成のより高次の水準に
とっての統一体としての機能を営むことができ

るためには、あらかじめ複合的なものとして構

成されていなければならないのだが、そうであ

るがゆえに、システムにおける諸要素の連結能

力が限定されているのであり、その半面では、

複合性がシステム形成のそれぞれのより高次の

水準で不可避の事態として再生産されている

（Luhmann 1984=1993: 37-8）。
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　１つのシステム＝組織は内部に別の論理で動く

システム内システムを幾つも抱えているから、組織

が全体として統一的に動くためには自動的に物事

が決まっていく作用を抱え込まなくてはならない。

その点は大手マスメディアの世界も変わりはない

が、それが持つ膨大なテーマ性と、時間の制約に

よって複雑性の縮減の度合いは大きいと言える。

　そして、ルーマンにとって社会システムとはコ

ミュニケーションの連鎖からなる閉じられたシス

テムであり、１つのコミュニケーションが次のコ

ミュニケーションを生み出す再生産システムを伴

う。つまり、１つの社会システムが機能的に作動

するために、コミュニケーションの連鎖において

構成員は選択の幅が狭められており、それがシス

テムの形成・維持を可能にしている。

　しかし、大手マスメディアの世界では、記者個

人としてのジャーナリズムの論理が経営の論理と

対立することがままあるとはよく言われる。その

乖離が激しくなって次第に一方的な記事が増える

のには、記者の職業倫理を楯に別の論理が支配的

になっていくこと、そして複雑性の縮減のために

それを内心受け入れる経営トップを含めた上層部

の策略があると考えられる。これを次章で論じる

が、その前にルーマンの捉えるマスメディアの構

造を詳しくみておく。

３．２　マスメディアの閉じられた選択

　ルーマンは『マスメディアのリアリティ』にお

いて、「マスメディアは、その他のすべての機能シ

ステムと同じように、オペレーションによる閉鎖

的で、そしてその限りにおいてオートポイエシス・

システムである」（Luhmann 1996=2005: 172）と結
論づける。では、社会システムの１つとしてのマ

スメディアにおける「差異」＝独自性とはどこに

あるのか。ルーマン理論では、それぞれのシステ

ムは分化された固有の機能を象徴している。経済

システムが貨幣を、政治システムが権力を象徴す

るように、マスメディアの分化的機能は「テーマ」

であるとする。しかし、何をテーマとするかは森

羅万象であり、マスメディアは他のシステムと違っ

て選択の幅が無限に広いという独自性を抱える。

　 　テーマの取り扱いがパブリックに回帰してい
るということ、つまりすでに知られている状態、

ならびにさらなる情報が必要だという欲求とい

うような前提は、マスメディアのコミュニケー

ションの典型的産物であり、それを継続させる

必要性でもある（Luhmann 1996=2005: 23）。

　ルーマンはテーマ性に従って情報化していく過

程がプログラム化されるのであり、それを「ニュー

ス・ルポルタージュ」「広告」「エンターテインメン

ト」に分けている。マスメディアの内部においても

違うシステムが併存しており、それぞれに特有の

機能がプログラム化されている。当論稿ではジャー

ナリズムだけを分析の対象としているため、ここ

では「ニュース・ルポルタージュ」のみを論じる。

　「ニュース・ルポルタージュ」は正確で、真実で

あることをもって社会に奉仕するとみられており、

そのために組織ジャーナリズムは「職業に典型的

な傾向である、特別なトレーニング、公に受け容

れられている職業名称、自分たちに課しているよ

き仕事のための判定基準」（Luhmann 1996=2005: 
46）に支えられている。記者に免許や資格もなく、

記事に検閲もなく、取材先に取り込まれる可能性

も多くあるなかで、大手マスメディアはそうした

特権と危うさを認識して職業倫理を植え付けるよ

う、陰に陽に訓練している。

　しかし、それとは別次元の問題が横たわる。ルー

マンは「マスメディアは真実／非真実というコード

には従わず、その認知的なプログラムの領域におい

てでさえ、インフォメーション／非インフォメーショ

ンのコードに従っている」（Luhmann 1996=2005: 
60）とする。つまり、価値のあるインフォメーショ

ンを選択して受け手に流すが、その時点でインフォ

メーションは皆の知るところとなり、非インフォ

メーションとなって価値を失ってしまう。従ってシ

ステムの維持には情報を無限に再生産していかな
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ければならない宿命を負っており、そこにジャーナ

リスト自身や社会全般が掲げるジャーナリズムの理

念と、実際のシステムは大きくかけ離れている。

　 　このシステムはつねに自分のアウトプットを、
つまり事実関係が知られているものとなってい

るということをシステムの中へ、しかもコード

のネガティブな側へ、つまり非インフォメーショ

ンとして導き入れる。そうすることでこのシス

テムは、新しいインフォメーションをつねに供

給することを自己に強制している（Luhmann 
1996=2005: 34-5）。

　マスメディア側にとって何がインフォメーショ

ンとして選択されるかという点では、ルーマンの

システム理論からは「システムの分化、外部の決

定因子の遮断、そしてオペレーションによる閉鎖

をとおして、内部でのコミュニケーションの可能

性、すなわちそこで高い自由度の余剰が生み出さ

れる」（Luhmann 1996=2005: 47）はずである。し
かし、選択そのものは複雑すぎてそのままでは収

拾がつかなくなるため、実際には選択基準は単純

化＝パターン化され、「ニュースを選別する際に

もつ自由の裁量は、批評家たちが考えるほど多く

なく、ずっと少ない」（Luhmann 1996=2005: 48）。
　ルーマンは典型的な選択肢として驚きや新規性

とか、闘争、当論稿の取り上げた朝日新聞の記事

のような規範違反などを挙げているが、それは行

為の複雑な背景をタイプ化された理解に持ち込む

ものであり、従って「すべての選択は、したがっ

て凝縮、確認、一般化、そしてスキーマ化という

一連の連関に基づいており、そのような連関は語

られる対象としての外界にそのような形で存在し

ているわけではない」（Luhmann 1996=2005: 61）。
　外部から独立した高い自由度を保ちながら、１

つのスキーマに従ってしか進まないのはなぜか、

大手マスメディアの本質が、単にジャーナリズム

倫理と経営の論理の相克から離れて、より奇妙な

ものとなっていることを次に示す。

４．大手マスメディアの現実的分析

４．１　マスメディア構成員の性格的特性

　これまでみたルーマンのマスメディア理論をも

とに、現実の組織ジャーナリズムの分析を進め

る。まず現代のジャーナリストの置かれた立場か

らどのような性格的特性が生まれるか、マスメ

ディア現場の観察から列記する。

１、ジャーナリストは自らの拠って立つ基盤を、

自身のなかの理念に求めなければならない宿

命を持つ。経営の論理との緊張関係も基本的

に保持している。しかし、一方でジャーナリ

ストとしての使命を神聖化しがちで、一定の

イデオロギーに振り回される弱点も有する。

複雑化を増す現代社会を解きほぐすのに、き

め細かな取材を心掛けてはいるが、それを１

つの体系にまとめ上げる時点では自身のなか

に育んだイデオロギーの入り込む余地を残

している。ルーマンの言う環境との「差異」

と、複雑性の「縮減」を自身のなかに取り込

んでいる。

２、終身雇用を前提としている日本の大手マスメ

ディアの記者は、一方で愛社精神に満ち溢れ

ているという矛盾をはらむ。そこには、自社

の持つ他のシステム（他業界や他社）との差

異にアイデンティティーの拠り所を感じる精

神が見受けられる。経営陣の方針や意向を自

ら理論化して美化することも多く、それに異

を唱えることも少ない。

　　　例えば、取材先の組織の不祥事に対しては

公式見解から離れてその構成員から真実を引

き出そうと取材攻勢をかけるのは当然として

も、自社の不祥事の際には「他からの取材は

すべて広報を通じさせるように。皆も愛社精

神があるなら、社の不利になるようなことを

勝手にリークしないように」といったお触れ

が出される。編集幹部を含めた経営陣は矛盾

を感じずにそうしたことを言うし、記者から
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疑問の声が表立って上がることも少ない。

３、記者も現代社会の特質である数字の魔術から

逃れられない運命にある。現代の経済社会は

すべてを数字の世界に還元しようとする傾向

にあり、例えば販売収入と広告収入に依存す

る商業新聞では部の会議の席などにおいては

そうした数字の増減が常に報告される。新聞

離れからくる販売・広告収入の減少に悩まさ

れる昨今の新聞社にあっては、編集局の力を

売り上げ増にも寄与させようとしており、記

者個人は情報の無限の再生産に四苦八苦する

だけで、真実の追求というジャーナリズムの

使命は希薄になっていく。

４、編集記事そのものにおいては数字だけで捉え

きれない問題が厳然としてあるから、特ダネ

という別の尺度に頼りがちとなる。確かに、

特ダネはジャーナリズムの生命線である。

従って、サラリーマン化する記者稼業にあっ

て発表記事だけを書いて何も感じない記者が

増えるなか、取材先に嫌われることもままあ

る特ダネを追いかける姿勢は評価できるもの

である。その意味で、調査報道に力を入れる

朝日新聞のような姿勢はジャーナリズムの王

道でもある。

　　　しかし、その特ダネ至上主義が独り歩きす

ることで、その弊害も露見されるようになっ

た。つまり、記事の良し悪しは数字とかの簡

単な物差しで測ることができないからこそ、

それを特ダネの多寡で測る傾向が生まれるの

であり（誰にも分かりやすいから）、そこに

照準を合わせて取材活動を続ける記者も少な

からずいる。

５、社会に積極的にコミットする記者は基本的に

上昇志向が強く、社内での出世意識も旺盛

だ。そこに特ダネによる人事評価が加わる

と、多少は無理してでも特ダネをモノにしよ

うとの心理も生まれてくる。

４．２　マスメディア・システムの歪み

　上記に示した大手マスメディアに属する記者の

特質にシステム＝組織が絡むことで、双方が予期

しない結果を生む可能性を次に示す。

　記事は記者が取材を通じて得た新事実にまずは

由来する。それを中間管理職であるデスクや部

長、大きな題材の場合には編集幹部やさらに経営

トップが介在するのだが、そこに社としての意思

決定が醸成されるまでの奇妙なコミュニケーショ

ン過程がある。その経営・編集トップと中間管理

職、末端の各々の記者というヒエラルキーが織り

なすコミュニケーション過程は次のようである。

　組織全体の目的は極めて抽象的、かつ緩やかな

ものとして掲げられている。例えば「客観公平な

報道を通して民主主義の発展に資する」といった

類いである。それは個人目的が組織目的と合致し

ていないことに１つの要因があり、ヒエラルキー

の上から下まで個人目的は組織目的の美名のもと

に隠されている。経営トップに限れば、商業的成

功や政治的イデオロギーの実践といった個人目的

が語られることはない。従って、ヒエラルキーの

上にいけばいくほど、その命令は具体性を欠く曖

昧なものにとどまりがちである。朝日新聞の池上

コラム問題で、木村社長が「あくまで感想を述べ

ただけ」と弁明しているのに象徴される。

　しかし、経営トップの個人目的から出た価値観

は、マスメディアの持つテーマ性に基づき国家の

中心的課題に関しては社内全体に暗黙に了解され

ている傾向が強い。日本のマスメディアにおける

安全保障や原発、食糧自給などの問題がそれに当

たる。その価値観は明言されなくとも所与のもの

として下に降りてくるので、社内の公的な場にお

いてその是非について議論が闘わされることは少

ない。「吉田調書」「吉田証言」報道に関わった第

三者委員会の委員からは、「情報の共有がなされ

ていない」「議論が尽くされていない」といった

意見が相次いだが、他の大手マスメディアを含め

てそうした土壌は育まれていない。ルーマンの言

うように、マスメディア・システムが情報を無限
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に再生産する宿命を負っていることからすると、

時間的な制約や混乱回避のために無理もないこと

である。

　しかし、森羅万象のすべてにおいて社の方針が

決まっているわけではなく、個々のテーマにつ

いてはその時々の判断に委ねられる。その時点

で、経営や編集の幹部も個々のそれまでの経験か

ら判断を下すのだが、それは確信に基づくもので

はない。現代においては社会構造が複雑になり過

ぎて、例え政治的判断がなくとも、その選択は必

ずしも理路整然としたものではなくなる傾向にあ

る。上に行けば行くほど現場の感覚からは遠くな

り、この点でもトップの意思決定は曖昧なものに

なりがちである。

　経営トップの曖昧な意思決定が下部に伝達され

る過程で、重要な役割を果たすのが中間管理職で

ある。記事が紙面化されるには、キャップやデス

クなど一次的に原稿をチェックし、手直しする中

間管理職が存在するが、末端の記者にとっては雲

の上の存在である。次から次へと運ばれてくる情

報の価値を見定め、それを凝縮してスキーマに落

とし込む作業を日々繰り返す。彼らが社内的に評

価されるのは部下である記者の書いた原稿を読者

に訴えるようにフレームアップする能力であり、

それを紙面編集過程で編集局全体を説得するプレ

ゼンテーション能力である。そのためどうしても

多少強引に部下の原稿を自らの思う方向へもって

いくことも平気で、社の上層部と人脈的につな

がっている社員が地位を得ていく。

　彼らは概して社会的な上昇志向が強く、自ら蓄

積した編集技術を基盤として組織のなかでのス

テータス向上に燃えている。このため、経営や編

集のトップの価値観に同化する傾向が強い。そし

て上から降りてくる意思決定＝命令が抽象的、か

つ曖昧なものであると、中間管理職としてそれを

具体化して下に降ろすのにトップの暗黙の意図を

汲みとったり、あるいは拡大解釈したりして、伝

言ゲームが繰り返されるにつれてかなり形を変え

た命令に変貌することもままある。そこには逆に

トップのカリスマ性を利用したやり手の実務家と

しての姿があり、トップが求める以上の結果をも

たらすこともままある９）。朝日新聞の池上コラム

問題で、社長が感想を述べただけとしたら、その

意を汲みとって掲載拒否に舵を切った編集トップ

の判断もそれに類するものだ。

　末端の記者も同様で、まず何を取材するかとい

う時点でそれが社の意図に沿ったものであるかと

いう判断を自らのなかで咀嚼して取材先の選定に

当たるのが一般的だ。そこに自ら育んだジャーナ

リズム倫理は存在するのだが、自身の潜在的な欲

望のためにそれが歪められた形で噴出してしまう

ことがままある。

＊　　　＊　　　＊

　ルーマンの示した社会システムとしてのマスメ

ディアは、「差異」を生み出す組織構造が情報を

再生産し続けるシステムを維持するためにコミュ

ニケーションという複雑性を「縮減」しなければ

ならない。その意味で、現代日本の組織ジャーナ

リズムは特ダネを中心に「差異」のシステム維持

のため、社内での議論を省略化する合理的なシス

テムをつくり上げており、ルーマン理論に符合す

る。そしてマスメディア・システムは経営・編集

トップ、部長やデスクなど中間管理職、末端の記

者にはそのヒエラルキー構造からくるそれぞれの

特徴的な行動を生み、これに個々の記者のジャー

ナリズム倫理が彼らのアグレッシブな性格と相

まって、知らず知らずに組織の論理に引きずり込

まれるという構造を持っている。

　社会システムの根源をコミュニケーションと捉

えるルーマン理論では、コミュニケーションとは

単に情報が送り手から受け手に移動するのではな

く、そこには送り手には情報の発信のなかに隠れ

た意図があり、受け手もその意図を汲み取ろうと

様々な理解の仕方をする。そのコミュニケーショ

ン過程が「差異による縮減」により形式に堕すこ

とによって、一般常識とはかけ離れた意思決定＝

行為を生み出すことを示唆している。
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５．市民社会のなかのジャーナリズム

５．１　「知的多様性」求められる編集局

　ルーマンはマスメディア・システムの有する構

造を解き明かしてはいるが、そのあるべき姿を明

示してはいない。ルーマンの示す環境との「差異」

と複雑性の「縮減」から、今後の大手マスメディ

アを含むジャーナリズムの方向性を次に考える。

　現代ジャーナリズムを危惧して、米国のジャー

ナリスト側から出された『ジャーナリズムの原

則』は、２世紀以上にわたってジャーナリストた

ちが培ってきた９つの原則を想い起こさせようと

著された。その最後に取り上げたジャーナリスト

の良心上の責務について経営側との緊張関係を

ネックとしているが、「必然的に報道局は民主主

義的ではない。手におえないほど独裁制である傾

向が強い」（Kovach and Rosenstiel 2001=2002: 247）
と喝破する。それは、指揮系統によって最終的な

決定を下さなければ紙面・番組が間に合わないと

いうジャーナリズム特有の問題に加えて、編集局

における単一の文化によるものとしている。

　同著が掲げるジャーナリストの良心は市民に忠

誠であるとの原則でもあり、「ジャーナリストと市

民とのあいだの新しい関係」（Kovach and Rosenstiel 
2001=2002: 259）を求める。情報を受け取る側は
ジャーナリズムに対してアンビバレントな感情を

抱いており、昨今の激しいジャーナリズム批判は

逆に過大な期待の裏返しともいえる。そこには彼

ら自身が市民社会のあるべき姿を捉えられておら

ず、ジャーナリズムについても市民社会のなかで

の位置づけを明確にできていない点に問題がある。

加えて、マスメディア側が単一の企業文化に閉じ

こもっているとしたら、両者の思いの乖離は修復

不可能なものとなる。

　その国のジャーナリズムの姿は、その国民性の

鏡である。そもそもジャーナリズムは西欧におい

て市民社会が王政・貴族政を凌いでいくのと軌を

一にしており、街かどのコーヒーハウスを含めて

個人がそれぞれに意見を表明するなかで世論を形

成する公共圏の創出につながり、それを支えるこ

とで正当性を有したのがジャーナリズムである。

従って当時のジャーナリズムは党派性を持ちなが

ら、権力批判を前提としていた。

　その市民社会の担い手として育ったジャーナリ

ズムを権力側が手なずけようと努力し（戦争報道

に代表されるように）、それに抗しきれなかった

のが歴史の教えるところである。朝日新聞の報道

も含めていったんは下火となっていた慰安婦問題

が再燃したのは安倍政権になってからであり、林

香里が言うようにそこには政治的意図が明らかに

存在する。林が統計をとった全国紙４紙の慰安婦

関連報道の件数は、第一次と第二次の安倍政権時

代に急増している（林 2015: 59-60）。朝日新聞と
それを批判する他の新聞が、いずれの側からも安

倍政権の攻撃と牽制に敏感に反応し、結果的に政

権を利したと言わざるを得ない。

　その意味で、発表報道に頼らない調査報道は

ジャーナリズムの根幹を成すものであり、米国の

ウォーターゲート事件以来、その重要性が叫ばれ

てきた。朝日新聞も政治家・官僚を含む大型贈収

賄の立件につながったリクルート事件報道以来の

伝統があり、新聞がネットに押されている今だから

こそその重要性を再認識すべきだとの論調は多い。

　ただ、調査報道は相手の嫌がることを聞き出す

ことが多いことから、論調の反対勢力からの批判

も浴びやすい。少なくとも一方的な論調は思いも

よらない糾弾を呼び起こすことになり、「報道の

自由」の根底さえ脅かしかねない10）。朝日新聞の

「吉田調書」「吉田証言」の両報道に対する社会の

反応をみても、そこに両者の意識のズレをみてと

ることができる。

　「報道の自由」を死守するためには、『ジャーナリ

ズムの原則』が示すように、編集局を「多様性が

機能するよう開かれて誠実なものにする」（Kovach 
and Rosenstiel 2001=2002: 255）ことにありそうだ。
同著が唱える「知的多様性」は、多くの人間が協

調して推論と検証を積み重ねるなかで研ぎ澄まさ

れた論調に仕上げることを求めている。それが市
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民社会の精神を涵養することにもつながる。

５．２　新たなジャーナリズム組織を求めて

　当論稿の以上の考察から、ジャーナリズム全般

に虚偽報道も含めて独りよがりの報道が絶えない

のには、そこに属する人間の「内部的自由」の欠

如に帰することができる。「内部的自由」は編集

方針の立案に参加したり、それを拒否したり、あ

るいは自社を離れての自由な活動を保証したりと

多岐にわたるが、すべての前提となるのはマスメ

ディア・システムのなかでの自己表現の道の確保

である。ジャーナリズムが外部に対しては「表現

の自由」を声高に訴えながら、そのジャーナリス

ト自身が組織内部において自己表現の機会が奪わ

れているのだとしたら奇妙極まりないことであ

る。

　しかし、編集に属する多くの人間が「自分は自

由を奪い取られている」とは考えないパラドクス

が存在する。それは、業務を遂行するなかでそれ

をどう上手くこなすかという裁量の自由は与えら

れており、そこで成果を上げることによって精神

的な満足は十分に得られるからだ。しかし、業務

の目的自体が合理性を有しているかは、組織の構

成員は考えずに済むシステムになっているから、

組織と個人の対立という矛盾に心を苛まされるこ

ともなく自己正当化できるのである。フランクフ

ルト学派第一世代のM. ホルクハイマーは、それ
を「手段合理性」と「目的合理性」とに分け、早

くから現代社会における人間の危険性を論じてい

る（Horkheimer 1947=1987: 11-2）。
　クローズドでヒエラルキーにがんじがらめになっ

た現行の大手マスメディアの体質改善が求められ

るところだが、それが不可能であれば、求められ

るジャーナリズム組織のあり方は個々のジャーナリ

スト同士と外部の世界が結びつく「緩やかな結合」

であるかもしれない。そうした萌芽もすでにみられ

ている。

　インターネット社会の到来とともに、米国では

その特質を生かした新たなネットメディアが次々

と現れている。例えば、調査報道を主眼とする米

国の非営利報道機関、プロパブリカは2010年、11

年と２年連続でピューリッツァー賞を受賞した

が、記者・編集者以外にも外部から様々な職種の

人間を取り込み、連携して成功を収めている。コ

ンピューターへの情報蓄積とソーシャルメディア

の発達によって数々のデータを分析し、それをも

とに地道な取材を進めるアプローチを採ってお

り、そのために大学や研究機関と連携してデータ

分析を進めたり、エンジニアやデザイナーととも

に表現を工夫したりしている。

　つまり、ジャーナリズムは組織の枠組みと論理

から積極的に離れなければ、その真の使命を果た

すことはできないと考える。朝日新聞の「吉田調

書」報道について「報道と人権委員会」が指摘し

た特別報道部は、一見すると調査報道重視という

報道の原点に立ち返ったようでありながら、記者

を組織の論理にうまく適合させるためのシステム

として機能しているとも考えられる。

　ルーマンは一般理論ではあるが、『公的組織の

機能とその派生的問題』の終章「人間と基準」に

おいて、「独自の論理にしたがって組織化されて

いる公的組織において、人間はいかにして人間

であり続けることができるか」（Luhmann ［1964］
1995=1996: 324）という問いを投げかけ、それに
対してこう結論づけている。

　 　パーソナリティ・システムを、公式的に組織
化されたシステムで提供されるすべての表現機

会──それが公式的なものであれ非公式的なも

のであれ、合法的なものであれ非合法的なもの

であれ、仕事に関するものであれ集団に関する

ものであれ──にまで拡張すること（Luhmann 
［1964］ 1995=1996: 336-7）

　もう１つ、新しいジャーナリズムは組織の枠組

みと論理を離れると同時に、国家のそれを離れる

時期にきていると考える。今後のジャーナリズム

に求められるのは、まずは自国中心主義の思考か
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らの脱却である。何ごとも国家を原点に思考する

姿勢は、他の民族・文化への客観的な評価を誤ら

せるし、自己の正当性への過度の信念を生み出

し、それが相互に作用すれば戦争と虐殺の歴史は

何度でも繰り返される。国家の枠を離れたトラン

スナショナルなジャーナリズム主体が模索される

時期にきている。

　朝日新聞の「吉田証言」をはじめとする慰安婦

報道は本来は自国中心主義からの脱皮を志向して

いるが、国家の戦争犯罪にこだわり過ぎた報道姿

勢が事実のねじ曲げと、報道に対する過剰な反発

を招いたといえる（現代世界において国家がすべ

ての最終決定権を持っている意味では、国家犯罪

を追及すること自体は当然の報道姿勢である）。

マスメディアも母語に縛られている以上、ナショ

ナリズムに陥りがちなのは当然であるが、客観・

公平を旨とするジャーナリズムが最終的にそれを

全うするためには、トランスナショナルな主体に

期待せざるを得ない。

６．おわりに

　ルーマンの社会システム理論は社会の構造を明

らかにしたとしても、社会を変革する理論とはな

り得ない、との指摘は以前からある。従って、フ

ランクフルト学派の批判理論の伝統を受け継ぐ

J. ハーバーマスとの論争は、必然的に生まれた。
システム理論では既存の社会構造を単に追認する

だけだ、というのがコミュニケーションに社会変

革の活路を見いだすハーバーマスの強調するとこ

ろだ（Habermas und Luhmann 1971=1987）。
　ルーマンの理論のコペルニクス的転回は、社会

システムはコミュニケーション作用によって閉鎖

的に規定されているということであり、近代社会

の前提となっている個人の主体的な意識が社会を

形づくっていくという西欧思想の伝統を覆したと

ころにある。ただ、マスメディア研究も含めて

ルーマンの果実を受け取った研究者は、そこから

また従来の研究に立ち戻ってしまうという繰り返

しに終始している。

　メディア論は、片方ではそのテクノロジーを含

めて情報とは何かを分析する純粋理論と、もう片

方ではジャーナリストの現場からの現実の問題提

起に大別される。前者は学問的に情報の本質を模

索してはいるが、現実の変革とはなり得ず、後者

は現状変革の意識は強い割に本質論には踏み込め

ず、周辺をぐるぐる回っているだけである。当論

稿はマスメディアの現実を見据えながら、それに

社会学的な切り口を持ち込もうとの試みである。

　ルーマンを越えて人間が主体性を取り戻すに

は、閉じられたシステム循環から抜け出す努力を

惜しんではならないと考える。ハーバーマスの唱

える「コミュニケーション的理性」は、組織や国

家の論理を離れた純粋な動機からしか生まれな

い。そのために、ジャーナリストが組織と国家と

いうシステムから積極的に離れ、人間の「緩やか

な結合」からなる新しいジャーナリズムの枠組み

づくりを提唱するものである。

【注】
１）2011年３月の東日本大震災における東京電力福島第一
原子力発電所事故について、政府事故調査・検証委員
会が福島第一原発の吉田昌郎所長（故人）に聴取した
調書内容を、朝日新聞が2014年５月20日朝刊で特報。
「第一原発にいた所員の９割にあたる約650人が吉田氏
の待機命令に違反し、10㌔南の福島第二原発へ撤退して
いた」と報じた。その後、週刊誌などで「結果が先に
ありきの事実をねじ曲げた報道」との批判が噴出、他
紙も「命令違反による撤退」を否定する検証報道を行っ
た。
朝日新聞は同年９月11日に木村伊量社長（当時）らが
記者会見を開いて当該記事を取り消して謝罪、同社の
第三者機関である「報道と人権委員会」も同年11月12
日、報道内容には重大な誤りがあり、遅きに失したも
のの記事の取り消しは妥当だった旨の見解をまとめた。

２）朝日新聞は1982年から90年代半ばまで、太平洋戦争中
に山口県労務報国会下関支部で動員部長を務めていた
という吉田清治氏（故人）の証言をもとに韓国・済州
島において日本軍が慰安婦を強制連行したという記事
を計16回にわたって掲載。91年には韓国人の元慰安婦
らが日本政府に賠償を求めて日本の裁判所に提訴、宮
沢内閣時代の93年には河野洋平官房長官が「官憲等が
直接これに加担したこともあった」（河野談話）と元
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書 2015: 10-11）。
８）林香里は『思想』において「ルーマン理論とマスメディ
ア研究の接点」を著し、ドイツにおけるコミュニケー
ション学の動向を概観している。そこではコミュニ
ケーション学が理論的に独立した学問として確立して
いないことから、「『マスメディア』や『ジャーナリズ
ム』という言葉をルーマンのシステム論によって定義
することによって、コミュニケーション学を学問とし
て一層充実させよう、という期待が研究者のサークル
において広がっている」（林 2003: 51）と紹介している。

９）ルーマンは組織一般についてだが、『公式組織の機能と
その派生的問題』において、トップの下に位置する実
務家の能吏としての役割を強調している。「実務にたけ
た人は、非公式的な状況で用いられる戦略をも利用す
る。かれは、どのようにすれば、主唱者や責任者とし
て特定されることなしに、案件を提出し、関係書類に
一定の力点をあたえ、決定のさいの状況を一定方向に
誘導して他の可能性を消去できるか知っている」（Luh-
mann ［1964］ 1995=1996: 43）

10）そもそも第三者委員会の存在意義を問う論調もある。慰
安婦報道に関する第三者委員会の委員を務めた林香里
は、報告書提出後の「『報道検証』はジャーナリズムを
よくするか」とのタイトルで『世界』に寄稿している。
そこでは「朝日新聞側が、記事の作成背景や取り消し
の経緯だけでなく、慰安婦問題特集の妥当性といった
内容面の検証をも委員会に委ねたことは、日本の言論
の中枢を担う報道機関としての存在を自己否定しかね
ない危険な選択だったのではなかったかと、改めて思
う」（林 2015: 58）と述懐している。林はこれに続けて、
スピードと内容で競争を繰り広げる報道内容に何らか
の「誤報」を見いだすことはさほど難しくなく、権力側
が意にそぐわない報道に対して第三者委員会を立ち上
げることで間接的に報道操作することも十分可能で、報
道の自由を将来的に束縛するリスクにつながると、その
根拠を述べている。

＜参考文献＞
朝日新聞「慰安婦報道」に対する独立検証委員会. 2015. 「朝
日新聞『慰安婦報道』に対する独立検証委員会の報告書」.
　http://www.seisaku-center.net/sites/default/�les/uploaded/

　dokuritsukensyouiinkai20150219-C20150227.pdf
朝日新聞社第三者委員会. 2014. 「慰安婦報道検証報告書」.
　http://www.asahi.com/shimbun/3rd/2014122201.pdf
朝日新聞社報道と人権委員会. 2014. 「『福島原発事故・吉田
調書』報道に関する見解」.
　http://www.asahi.com/shimbun/3rd/prc20141112.pdf
海渡雄一・河合弘之＋原発事故情報公開原告団・弁護団. 
2015. 『朝日新聞「吉田調書報道」は誤報ではない─隠
された原発情報との闘い』彩流社 .

林香里. 2003. 「ルーマン理論とマスメディア研究の接点─

慰安婦へのおわびと反省を述べ、軍による強制連行が
あったことを認めるかのような発言をした。この一連
の流れにより韓国での反日世論が高まるとともに、96年
の国連人権委員会でも特別報告者のラディカ・クマラ
スワミ氏が女性に対する暴力に関する報告（クマラス
ワミ報告）において、元慰安婦への賠償や徴集責任者
への処罰などを日本政府に勧告した。2007年には米下
院が日本政府に謝罪を求める決議を採択している。
しかし一方で、「吉田証言」についてはその不自然さか
ら早くから疑義を呈する向きも多く、朝日新聞自体も
「真偽は確認できない」と主張を後退させている。その
後の日韓関係の悪化から朝日新聞の従軍慰安婦報道も
改めて俎上に上げられるに及び、同紙は2014年８月５
日、６日に検証記事を掲載、一連の記事を虚偽と認め、
これを取り消すに至った。しかし朝日新聞に対する他
の報道機関をはじめとする批判の嵐はやまず、同社は
一連の記事の検証のため第三者委員会を設置、同年12
月22日に報告書をまとめた。

３）朝日新聞の木村伊量社長は2014年９月11日、記者会見
を開き、「吉田調書」に関する記事を誤りとして取り消
すとともに、「吉田証言」に関する記事についても訂正
が遅きに失したことを詫びた。しかし、問題が表面化
してからお詫び会見まで長い期間を要したことについ
ても、朝日新聞への批判を助長する結果となった。木
村社長は同年12月５日付で辞任。

４）米ワシントン・ポスト紙の記者、ジャネット・クック
が1980年、ヘロイン中毒の８歳の少年をルポした「ジ
ミーの世界」は、翌年のピュリツァー賞に輝いたもの
の、後に「ジミー」は架空の少年で同記者の功名心に
駆られての虚構の記事であることが明らかとなった。

５）同著は、東京電力の事実隠しや政府の情報操作も朝日
批判を助長した可能性を指摘。朝日新聞側が謝罪に踏
み切ったのには従軍慰安婦問題を巡る「朝日バッシン
グ」が吹き荒れるさなか、新聞経営自体への影響を恐
れて幕引きを図ったと推測する（海渡雄一他 2015: 4）。

６）日本新聞協会は1948年の「編集権声明」において、「新
聞企業が法人組織の場合には取締役会、理事会などが
経営管理者として編集権行使の主体となる」としてお
り、「経営と編集の分離」を求める立場からは長く批判
の的となっている。

７）第三者委員会の報告では「吉田証言」が海外の論調に
与えた影響は限定的としている意見もあり、同報告は
不十分として中西輝政・京都大学名誉教授を委員長と
する「朝日新聞『慰安婦報道』に対する独立検証委員
会」が発足。第三者委員会報告が一連の記事が国際社
会に与えた影響について明確な見解を示していないと
して、米紙や韓国紙などのその後の記事を丹念に拾い、
朝日新聞の一連の報道が慰安婦制度は「日本特有のシ
ステム」であるという論調を拡大させたとしている（朝
日新聞『慰安婦報道』に対する独立検証委員会の報告
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