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科学者とジャーナリストを繋ぐには？
〜科学と社会のより良い関係をめざす〜

小出 重幸1

Journalists Meet Scientists; How They Can Recognise Each Other?:
Discussing the Roll of “Science Communication”

KOIDE Shigeyuki1

キーワード：マスメディア，報道，娯楽，科学コミュニケーション，信頼
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1．本稿の構成とねらい
　理化学研究所のSTAP細胞事件，高エネル
ギー加速器研究機構（KEK）の放射性物質漏
出事故など，ジャーナリストと科学広報スタッ
フの対立する場面がいくつか発生している．
本来「ものごとの本質を社会に伝える」という
目的を持った者同士が，どうしてこのような
ミスマッチが起こるのか，各方面で科学，技術，
医学などの広報に携わる人間と，ジャーナリ
ストが顔を合わせることによって，お互いを
理解する，さらに信頼感を醸成するにはどの
ような工夫が必要なのか ―シンポジウムで
は，各講師のレクチャーのあと，一堂に会し
てこのテーマでじっくり討論した．メディアスクラムとも呼ばれる昂然とした会見の場では見られ
ない率直な質疑のなかで，苦言，工夫，提案などが提示され，コミュニケーションの今後の方向が
垣間見られたセッションとなった．その経緯を報告する．2章と3章では，パネル討論の様子を報告，
なお，読者の理解を助けるため，当日の発言に加筆修正をしている．4章では討論を受けて，科学
者とジャーナリストのコンフリクトの背景にある，ニュースの表現方法と，ニュース自身が抱える
事実把握への「不確定性」について，解説を試みている．
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図1　パネルディスカッションの様子

小特集ノート：寄稿

科学技術コミュニケーション 第18号 （2015） Japanese Journal of Science Communication, No.18（2015）

− 125 −



2．パネル討論：背景整理
2.1　「マスコミ」の実像
小出： 最初に私から，討論素材となるお話をいた

します．講演で永山悦子さんから「メディア
とは何か」についてお話がありました（永山 
2015）．新聞は実際にどのように編集されて
いるのか，マス・メディアは，いったい何を，
どのようにやっているのか，こうした基本情
報が，本日の参加者を含めて，研究機関の広
報に携わっている人たちに行き渡ってないよ
うな気がしましたので，“マスコミ”について
簡単にお話をいたします．

  　マスコミという言葉の中には，実は報道・
ジャーナリズムと，もう一つは娯楽・エンター
テインメントという，二つの要素があります．日本以外の国では，この両者を交雑しないで
欲しい，という要求が強いのですが，日本では事実と娯楽の境目を曖昧にする雑誌報道やテ
レビ番組が多い．例えばワイドショーですが，事件取材の雰囲気を漂わせながら，実態は事
件や関係者を娯楽の対象にする，笑い飛ばす，このプロセスで「事実」が後に隠れてしまう
こともある．このやり方は，欧米では嫌われます．

  　ジャーナリズムは事実を伝えてくれれば良い．あとは自分たち，いわゆる主権者たる国民
が判断する．もちろん娯楽も大切だが，娯楽と報道の境目をあいまいにして欲しくない―
階級社会の存在と共に，メディアにも質や内容の階層がありますので，社会に影響力を持つ
読者・視聴者には，こう考える人たちが多いのです．ここに大きな差があります．

  　報道と娯楽の同居，それがいま日本で高い支持を受けており，理化学研究所のSTAP細胞
論文の問題も，この中に巻き込まれてしまいました．事実を伝えているのかと思ったら，内
容がゴシップ，娯楽になったりする．問題の根底にある本質，課題，解決策を掘り起こそう
とするジャーナリズムは，スキップされてしまう，その結果が，STAP事件の混乱でした．
この二つの要素が日本では混在していることを，まず頭に留めていただきたいのです．

2.2 ニュースとは何か
小出： もう一つ，ニュースとは何なのかということを，再確認したいと思います．ニュースは，基

本的に目立つということが要件です．新しいこと，珍しい，ビックリするもの―であって．
極論を言えば，犬がおじさんを噛んで怪我をさせてもニュースにはなりませんが，犬を噛み
殺したおじさんが出て来たら，これはニュースになるというように，常ではないもの，心を
動かすもの，という方向からニュースが作られています．

  　一方では，社会がどの方向に進むのかとか，新しい潮流が生まれている，というトレンド
には，とても敏感に反応します．残念なことに，論理やロジックよりも，情緒とか感動を志
向します．併せて，新聞には締め切りがあり，テレビも現場を伝えることに努力を傾注する
ので，正確さよりも速報性が尊重されがちです．

  　もう一つは，先ほど永山悦子さん，榎木英介さんらのレクチャーでも触れられましたが（永
山 2015; 榎木 2015），科学者は自分で得られたデータの中で語り，データを乗り越えてもの
を語ろうとしないものです．一方のジャーナリストは，聞いた話の中から最大限，めいっぱ

図2　コメントする筆者
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い話題を引っ張り出そうとする．そういう点で，両者のベクトルは最初から逆を向いていま
す．このあたりが，科学記事が時々，おかしな取り上げられ方をする背景です．かくのごと
く，ニュース紙面は面白おかしいことから，スペースが埋められてゆきます．では，それだ
けで良いのかというと，やはり一つのニュースが伝えられた後に，その問題点を，より広い
視点でフォローアップするような解説記事があり，テレビの番組もあります．

  　福島事故，それによる放射線の健康や環境へのインパクトは実際，どれくらいだったのか
ということは，大量の初報が通り過ぎた後から，丹念に，時間をかけてフォローアップする
必要があります．社会全体をにらんだ価値観とかリスクの相対観，そういうものをどう冷静
に伝えるのかということが，科学ジャーナリストに求められていますし，一方の科学者組織

（Scientific community）には，専門領域にとどまらず，多領域をつないで社会的インパクト，
社会にどういう影響があるのかということも合わせて，考えていただかないといけないこと
になります．

2.3 ジャーナリストとは何か
小出： ここで，ジャーナリストとは何かを考えます．取材先で，私たちはしばしば専門家と間違

えられますが，ジャーナリストは“専門家”ではありません．何かと言えば，飛び込んでき
た情報を常に「社会という座標」の中で受け止め，社会へのインパクトを判断する，それを
示す―という仕事です．飛来した情報の，質量や加速度を，できるだけ短時間に判別して，
それがどこから来てどこへ行こうとしているのか，全体観，方向観と共に最も分かりやすい
表現に翻訳して，社会に伝える．もしジャーナリストにプロフェッションがあるとすれば，
こういうことだと思います．

2.4 科学者とは何か
小出： それでは，科学者とはなにか，科学の伝え方に求められている課題を考えます．私たちジャー

ナリストが取材の中で感じるのは，専門性の壁をどう解決するか，ということです．「私の
専門はここの範囲です．だからここの範囲は責任を持ってお話をします．でも，それ以外の
領域は私の責任ではありません．だからあとのことは知りません」―この態度を，社会は
どこまで許せるのかという課題です．

  　私自身も化学専攻でしたから，この姿勢におかしな点はないことはよく理解できるのです
が，一方で，科学を巡る混乱が起きたとき，社会は「科学者コミュニティ」に対して，関係
する専門領域を統合して，問題の本質や全体観を示すメッセージを示して欲しいと願います．
こうしたときに社会は，「ほかの領域のことは知りません」という態度をどこまで許容してく
れるのか，そろそろ考えなければならない時代だと思います．

  　今回のリーダーシップ・プログラムは，科学者，技術者として，将来リーダーシップを取
る立場の人を養成することが，使命だと聞きました．すべての科学者・技術者が，こうした
統合的な価値判断を示すことができなくても良いと考えます．ただ，組織の上に立ったり，
リーダーシップをとったりする人間は，このことは常にわきまえなければならないと思い
ます．

  　一つの例として，英国政府の首席科学顧問は，多角的な検討の結果に基づき，一人でパブ
リックにメッセージを発信するという使命を受けています．つまり，いろいろな専門領域を
横断的に，総合的に判断し，最善の科学的アドバイスをする．もちろん一人ではできないので，
英国の場合も専門家10数人の助言グループがいます1）．英国では，1990年ころの狂牛病（BSE）

科学技術コミュニケーション 第18号 （2015） Japanese Journal of Science Communication, No.18（2015）

− 127 −



感染症問題で，科学者や政府に対する信頼が大きく失墜し，その失敗に学ぶプロセスで，科
学と社会の結びつけ方，コミュニケーションのあり方を積み上げてきています．首席科学顧
問制度もこのプロセスで創りだされた仕組みで，私たち日本でも，彼らの失敗とその学びの
プロセスから，理化学研究所のSTAP細胞事件も含めて，「科学広報」の重要な手がかりを学
び取ることができると思うのです．日本が，科学情報を社会にどのように近づけるか，もし
くは社会がそれにどういうふうにアクセスするかというヒントが，いくつも隠れているよう
に思います．

  　その英国でもう一人，科学広報の顔となっているのが，ポール・ナース（Sir. Paul Nurse）
ロイヤル・ソサエティ（Royal Society）会長です．彼の活動にも，その手がかりが見られます．
細胞生物学者で，2001年のノーベル生理学・医学賞の受賞者ですけれども，彼が会長になっ
て取り組んだ最初の仕事は，BBCテレビで「攻撃される科学（Science under attack）」とい
う番組を作ることでした2）．

  　2009年秋，英国のテレグラフ紙が，「クライメート・ゲート事件」として，気候変動科学
の研究者を巡るスキャンダルを報じました．「地球温暖化の研究者同士のメールのやりとり
がハッキングされた結果，データをごまかして，地球温暖化が進んでいるように見せかけ
ていることが判明．温暖化はでっち上げ」という批判でした．地球の気温が上昇していると
する国連の気候変動政府間パネル（IPCC）の評価は，研究者の”陰謀”が指弾されたことで，
国際的に信頼性を問われ，大きなスキャンダルとなりました．研究者のいたイーストアング
リア大学，英国国会などの調査で，指摘されるような不正・データ改ざんはなかったことが
立証されましたが，多くの市民にとって科学の信頼失墜イメージは，簡単には払拭できない
状況が続いたのです．

  　こうした「信頼性を問われ，科学が批判されているテーマ」を，ナース会長自らが，各国
の研究者や研究機関，関係者を取材，インタビューしてゆき，本当に科学は信頼できないの
か―を掘り下げてゆく番組です．

  　番組では，遺伝子組み換え技術，ワクチン接種のリスク問題など，科学と社会の間で起こ
るさまざまな領域のコンフリクトを取材します．ナース会長が番組ナレーター役までこなし，
これは，ジャーナリストが専門としてきた仕事を，科学者自らが買って出た，科学者もまた，
メディアを通して社会に効果的に発信できることを示した例でもありました．英国はBSE事
件の失敗を下敷きに，こうした市民や社会に直接発信できる科学者，メディエイターを20
年かけて養成してきたともいえます．

2.5 メディア，科学者，広報担当者のコミュニケーション
小出： 科学者とジャーナリストの間をつなぐ，お互いが手を伸ばし合ってScience Communication

を進める，という新たな試みでもあります．ジャーナリストも，また科学者も，双方が考え
なければいけない問題だと思います．

  　同時に，科学者が自分の専門に逃げ込むことなく，いくつかの領域を統合したメッセージ
を発信する必要があります．これがないとどんな混乱が起こるかという例が，日本では1998
年の環境ホルモン騒動のときに，見られました．環境中の化学物質，ダイオキシン・環境ホ
ルモンのリスクを非常に高く見積もったニュースや番組が大量に放出された結果，社会が「リ
スクの総体」を見誤り，「人類はもう子孫を残せないのではないのか」というような極端な意
見が飛び交いました．さらにテレビのワイドショーや雑誌にも飛び散って，情報の洪水となっ
て日本中が混乱しました．これが環境ホルモン騒動です（安井 他 2005）．
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  　取材側として困惑したのは，いくつもの専門領域が，この問題に関わっていることでした．
このため，科学界として，リスクの総体，問題の全体観を示して欲しいと，日本学術会議に
お願いしました．騒動が最盛期にあった1998年4月のこと，吉川弘之さんがこの時，同会長
でした．彼は統合した科学のメッセージ（Unified Vice）の重要性というものを，人一倍理解
されている方だったので，「これは重要な話なのでちょっと時間を下さい」と言われました．

  　その後，吉川先生からの「ご要望に十分にお答えできるか分かりませんが……」という連
絡で，4月24日午後，日本学術会議に出かけてみると，会長室には，毒性学，内分泌学，化
学工学，農薬学など，それぞれの専門を代表する泰斗10人ほどが控えておられ，吉川さん
のご紹介で，一人ずつインタビューの形で，専門のお話をされたのです．ところが，いわゆ
るリスクを統合したメッセージがない．これには困りました．「吉川先生，お一人ずつのお
話は良く分かります．でも読者や市民が求めているのは，専門家の総合した評価，全体観な
のですが……」と言ったら，彼は頭を抱えて「いやあ，弱りましたね」．

  　こうしたやりとりで，吉川会長にはさまざまな努力をしていただいたのですが，結果的に，
統合したメッセージはいただけませんでした．

  　英国が学んだことは，全体としてどんなインパクトがあるのか，どのような方向にむかっ
ているのか，首席科学顧問や科学界代表者は，インテグレートされた評価を発信する必要が
ある，ということだったのです．

  　福島原発事故発生の4日後に，英政府首席科学顧問が「福島事故は不幸な事故だけれども，
チェルノブイリ事故よりずっと小規模で，30㎞離れれば健康被害はない」という発表をして

（UK Foreign & Commonwealth Office 2011），日本から外国人が総出で逃げ出すパニックを
抑止するという大きな影響を与えました（小出 2015）．これも「一人で責任をもって伝える」
という科学コミュニケーションの原則を外さなかったからだと思います．

  　ということで，日本にはほかに，田中耕一さんがノーベル賞を受賞した際のメディアの混
乱，「マイナスイオン」に科学者が統合してメッセージを出せない課題，そして理研STAP問
題など，さまざまに学ぶべき素材があります．

  　今回のパネルでは，理研の事件を手がかりに，こうした問題をメディア，そして科学者，
広報担当者，それぞれの立場で掘り下げてみたいと思います．

3. パネル討論：登壇者の議論
3.1 論点の背景を提示
小出： これまでのお話を受けて，どんなテーマを討

論の入り口にしたら良いか，また提案など，
岡田さんからコメントをうかがいたいと思い
ます．

岡田： 今日のゴールは，科学と社会のよりよい関係
を目指して，という視点ですね．これまで示
されたお話を，私の観点からコメントさせて
いただきます．

図3　発言する岡田氏（中）
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  　南波さんからは，研究情報を出す時には，研究機関内に第三者を作り，一定の判断をして
から出してはどうか，あるいは，こういうプレスリリースを出したら，社会的にはどのよう
な反応があるかを予測するべきではないかという，情報開示への事前の準備にかかわるお話
があり，印象に残っています（南波 2015）．一方では，研究者は自由に発言，発信すべきで
はないか，ということも一つの課題として示されました．さらに，永山さんから示された，
広報とメディアの関係についてのご意見もありました（永山 2015）．榎木さんは，広報と
ジャーナリズムの接点で，メディエーターの役割が必要だと指摘されましたが（榎木 2015），
この両者の間をつなぐ何らかの存在が必要なのではないかという課題は，私も痛感していま
す．新田先生が基調講演で触れられた中庸（新田 2015）というものを得るためには，メディ
アと研究機関二者だけではなくて第三者がもう一人加わり，三点での鼎立になれば，中庸を
得る作業がうまくいくのではないかと思いました．岩崎先生は，科学は社会経済活動でもあ
り，メディアを通して一人でも多くの人たちに研究成果を知らせる責務があること．STAP
問題では，メディアとのより良い協働体制を見つけて行くことが課題として示された，とい
う指摘でした（岩崎 2015）．

  　私が科学広報の仕事を始めたのは10年前，世界サイエンスライター協会のジェームス・
コーネル会長のエッセイを翻訳したことがきっかけでした（コーネル 2004）．アメリカでは
そのころ大手のメディアが不況になり，科学ジャーナリスト職を失い，これを受けて研究機
関がウェブを使って独自に，市民向けに発信するようになったのです．こういう時代がきて
いる―エッセイには，こう書かれていて，「ああ，これが私のやりたい仕事だ」と，広報職
に挑戦しました．

  　その後10年間，私が日本全国2500万世帯の読者に向けて広報誌を発行し，市民に「科学
とは何か」がもっと伝わっていれば，STAP問題の行方も変わっていたかもしれません．研
究者側から社会への直接的な発信が広がれば，研究情報もあまり誇張されずに伝えられ，一
方のメディアは科学の客観的批判という，ジャーナリズム本来の機能が全うできるのではな
いか，こんなふうに考えます．

小出： 岡田さんからも，メディアとは何かという重要なテーマが示されました．
  　岩崎先生のお話は，現代のさまざまな媒体を有効に使えば，逆にもっと多種類の広報が出

来る．従来のパブリック・リレーションという枠を超えて，自分たちはこういうことをやっ
ているということを，多くの人に直接メッセージを投げることが出来るという，新しい可能
性を指摘されました．岩崎先生に，この点をもう少し補足して説明をお願いしたいと思います．

岩崎： 私のところの研究室にやって来て作品を作ったりしているアーティストは，当然サイエンス
の蓄積は必ずしも無いわけです．けれども彼らの強みは何かというと，自分なりに問題設定
をして，それに基づいて何かをとにかく表現してみせることです．メディアの選択も，表現
対象の選択も，完全に自己責任に委ねられていて，だれも教えてもくれない．このようにゼ
ロベースから何かを見て，それで自分なりの表現に変えて行く訓練が，ある意味，サイエン
ティストよりはるかにまさっているのですね．自分なりの視点で何かを読み解いて，それを
表現することができる．ただ，サイエンスの基礎知識はない．だからうちのところに来てか
なり長期間やっていくと，お互い学ぶところはいっぱいあって，そのコミュニケーションの
中から，場合によっては科学者も表現するようになります．僕は科学自体が表現だと思って
いるのですが，科学者も別の表現手法を選択できるようになる．
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  　市民社会における科学というのは一つの見方だし，一つの在り方だと思うわけですね．な
ので，いろいろな領域の人が集まり，さまざまな方向を見せ合う研究室の中で，あるときは
科学を選択する，ある場合には科学ではない別の何かを採用する，という試みが展開します．
基本的に科学者の場合は，自然科学をどう扱うかということだけに特化しがちなので，僕た
ちの日常的な取捨選択の表現方法と，科学だけを表現方法に選んでしまったスタイルとの間
には，かなり乖離があります．その落差をフィードバックさせるという点で，芸術は非常な
強みを発揮すると，僕は思っています．

小出： ものを表現する，創造するというのがキーワードですね．科学と社会のインターフェイスに，
もう一つ，第三者的人間がその間に入って調整役，メディエイターとして働く，という可能
性ですが，榎木先生，この新しい役割と，方向性をどのように考えておられますか．

榎木： 科学と社会の間を結ぶ，なにか中間的な役割
と言いましたけれども，そのなにかはいろい
ろあると思うのです．私のような医師や，生
物学の専門家など，STAP細胞問題では，さ
まざまな領域の専門家もネットでそれぞれに
発言していました．その媒体も，ウェブログ，
フェイスブック，ツイッターとかのソーシャ
ルメディアもあって，とても底辺が広がって
います．

  　極端にウェブが良いと言うつもりはないの
ですが，こういう場にも，専門領域にくわし
い博士号取得者がたくさんいて，そういう人
たちはある意味，メディエーターの候補になり得るのではないかと思います．プロフェッショ
ナルなメディエーターになれるのかは別としても，日々暮らす中で，今回のような事件や，
別の科学事件が発生した際は，その専門領域に近いところにいる人達が，科学の専門と社会
との間で何か橋渡し役が出来るかもしれないと思います．

  　以前，私は，憂慮する科学者同盟とか，AAASのような，ガチっとした発言をするコミュ
ニケーション組織を作ろうとしたのですが，ネットのメディアのように，従来とは違うコミュ
ニケーション手段がこれからも出て来るし，こうしたツールをうまく利用する人たちが現れ
ている．こうした動きをうまく繋げて，ガチっとした組織ではなくても，ある問題が発生し
た時に臨時的にできるタスクフォースのような，そういうコミュニケーションの時代が来る
のではないかなと思っています．

小出： 今回の福島の事故の後では，榎木さんの触れられたツイッターやフェイスブックなど，ソー
シャル・ネットワーキング・サービス（SNS）も活躍しました．代表的なひとつが，東京大
学理学部の早野龍五教授（高エネルギー物理学）が事故直後から発信していた，ツイッター
やフェイスブックです．このコミュニケーションが社会の混乱を抑制する役目を果たしたと，
高い評価をうけました．みんなが一番不安を感じていた，放射性物質の健康影響，放射線の
インパクトは実際どれ位なのか，この問いに，1960年代の大気圏核実験時や広島・長崎被
曝例などと比較しながら，冷静に，実にわかりやすく語りかけ，それを長期間発信し続けて

図4　榎木氏（手前）
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いました．市民に，どのように「正しく恐れれば良いか」を伝えるだけではなくて，取材す
るジャーナリストも全体観を把握するのに非常に助かった．さらに，こうしたメディアの動
きをきっかけに，霞が関の若手官僚らも自分たちで勉強会を開いて，早野さんや，産業技術
総合研究所フェローの中西準子さん（環境工学）らも加わり，定期的に学ぶ場のような試み
もでてきました3）．そういう面で，すき間をつなぐという作業は，必ずしもある領域の「専
門家」だけではなく，さまざまな人たちが取り組めることではないかと思うのです．

  　もう一つ，科学をめぐる社会的混乱やコンフリクトの現場で，科学情報の専門家と，困惑
している市民や住民を結ぶ，現場に立脚したメディエイターも必要だと思います．たとえば，
福島事故後の福島県内でおきた「甲状腺検査」をめぐる社会的混乱であるとか，食品や除染
の「基準値」をたびたび改訂した政府の混乱，それによってもたらされた市民の科学への不
信など，いずれも重い課題です．

  　ひとつの試行錯誤が，筑波大教授の渡辺政隆さん，本日のパネリスト，岡田小枝子さん，
ジャーナリストらが集まってスタートさせた「ミドルメディア・プロジェクト」です 4）．不
特定多数に向けたマス・メディアではなく，少人数，お互いの顔が見え，だれが発言してい
るか分かるサイズの討論の中で心を通じ合わせ，問題の所在を見極め，全体観，向かうべき
方向観を把握しようという試みで，とりあえず「ミドルメディア」と呼んでいます．こうし
たプロジェクトを進めると，福島県内にも，福島県立医大のコミュニケーション担当教授や，
地域でメディエイター活動に取り組んでいる人達がいて，いずれも，この相手の心にメッセー
ジを届けるための「ミドルサイズ」の討論を，地道に進めてきていることが分かります．科
学と社会，その間を丹念に繋ぐという作業は，これからいろいろな局面で必要になると感じ
ます．

3.2 STAP細胞事件の構造
小出： ここで問題のSTAP細胞事件．この構造を少し解きほぐそうと思います．研究不正の指摘か

らこの問題がスタートしましたが，研究の評価は，科学者コミュニティーの中で比較的短時
間で結論が示されました（須田 2015）．またロジカルに解決できる問題だと思うのですが，
この事件は一方で，世論の混乱と科学者への不信，という社会的側面を抱えています．

  　「STAP細胞は，あります」と涙で訴える姿が，お茶の間にダイレクトに届く．「小保方さん，
かわいそう」という情緒的な受け止め方，ある面ではゴシップとしての扱いです．しかし彼
女と同世代はもとより，多くの視聴者が，「おじさんたちがこぞって女の子に責任を押しつけ，
自分達は不当に逃れようとしている……」，という不信感を膨らませました．こうした社会
のレスポンスと，のように向き合ったら良いのか―タフな課題があります．

  　さらに理研には，文科省との距離感をどう維持するか，というマネジメントの難しさもあ
り，他方，小保方さんの代理人となった弁護士は，この問題を「科学」から切り離し，一般
民事事件の係争として処理しようとしました．マスメディアがこれに乗り，科学の土俵から
離れた場外乱闘に持ち込まれました．これら複合的な混乱の中で，理研は外部への対応能力
を失ってゆきます．このような場面で，研究機関はどのようにマネジメントに向き合ったら
良いか，取材を通して問題を見てきた永山さん，何かヒントはありませんか．

永山： とても幅広の話題なので，一言で言うのは非常に難しいですが，絞って言えば「クライシス
時のマネジメント」ということだと思います．ここの参加者の方たちは「自分が当事者にな
ることはきっとない」と感じ，ある意味，他人事でお聴きになっているかもしれませんが，

Japanese Journal of Science Communication, No.18（2015） 科学技術コミュニケーション 第18号 （2015）

− 132 −



私は今回の理研の対応の中で一番問題
だと思ったのは「クライシス・マネジ
メント」の課題でした．いろいろな疑
義が噴出し，みんなが知りたいこと、
聞きたいことがたくさん出てきて，「こ
れはどうなっているのか説明してほし
い」という状況下で，理研が組織とし
てメディアや社会に対応しなかったこ
とが，世の中の不信を広めました．「も
う理研はダメじゃないか」，そんな烙
印を押すような悲惨な評価になってし
まったと思うのです．

  　これは，不正や事件など不祥事が発生した時だけではなく，日常のメディアと研究機関，
研究者との関係の中でも同じことが言えると思うのです．私たちメディアは誠実に取材をし
なければいけませんし，研究者も是非誠実に情報提供をして欲しい．そこの基底を支えるの
は，やはり，「人と人とのつながり」だと考えます．

  　たまたま性の合わない記者がきて，自分の言っていることを理解せず，ひどい記事を書か
れた場合，トラウマとして残り，「マスコミの取材なんてもうたくさん，」という体験がある
かもしれません．しかし人間同士，きちんと腹を割って話し，信頼関係を築ければ，お互い
の世界の中に信頼できる，何かの時に頼れる人材を手に入れるという，逆にウィン・ウィン
の関係につなることもあるのです．

  　私たち取材者も，研究者や研究機関から面白い情報を聞けば，「これをこういう形で大き
な記事にしよう」「もっと取材を深めて連載企画にしよう」という発想のきっかけを得ること
にもなります．さらに，お互いの討論の中から，相手がなにを知りたがっているのかを把握
し，事実関係を吟味し，こうしたプロセスを経ることによって，取材者には「これを社会に
伝えなくては」という使命感が生まれてきます．今回の理研の問題では，最初のボタンを掛
け違えてしまったような形だったと思い，結果的に記者・広報関係が最悪のパターンを辿っ
てしまいました．記者とどのようにコミュニケーションをとるか，人間の相互信頼というス
タート地点からずれないよう対応をいただければ，メディアは決して怖いだけのものではな
いのです．

小出： メディアに対する広報の姿勢を考えた時に，いわゆる信頼を落とすにはどうすれば早いか，
という困った実例があります．それは東京電力の福島事故の際の記者会見です．記者の質問
に，手元の資料を読み，「この数値は，こういう状態だということを示します」という返答．
さらに追加や補足を求める質問が出ると，「あっ，それは上に聞いてきます」と言って上司を
捕まえに行く．自分の言葉で伝えられない，つまり当事者能力のない人間が広報をやらされ
ているという状況です．逆に言えばその組織は社会に向かってきちんとメッセージを伝える
意識がない，ということにもなります．決定権を持ち，組織をマネジメントする人間がやら
なければ，広報は信頼を得られないという教訓です．

  　東京電力の場合にはもう一つ，失態を繰り返す汚染水問題もあります．この問題には大き
な背景がありました．それを最初からちゃんと説明すれば，多くの記者，あるいは世論も理
解できたのですが，これを伏せたままで，「これが漏れました，またあれが漏れました」とい

図5　発言する永山氏（左）
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うトラブルが続く形で，これではとうてい信頼が取りもどせない．
  　東京電力の姉川尚史常務から，あるパネル討論で説明がありました（日本原子力学会シニ

アネットワーク連絡会 2013）．事故直後から，流れ込み続ける地下水を発電所構内のスペー
スだけで貯水，保管することは，そもそも物理的に無理なことが分かっていた．このため官
邸にギブアップを伝え，支援の要請をしたところ，首相からは，事故は東電の責任だから自
分で処理しろと叱責され，当時の東電幹部はそれを説得するだけの力がなかった．そこから，
場当たり的な汚染水対応が続き，いくつもの失策を繰り返していまの状況がある，というも
のでした．姉川常務は，「自身の言葉」でコミュニケーションできる方で，この説明を聴けば
多くの参加者は，いや，それは大変ですね―という受け止め方になるのです．

  　そういう面で，理研・神戸の広報，南波さんの立場というのは中間管理職といいますか，
理事者や文科省と，メディアの両方に挟まれて，一番大変だったと思うのですが，今回の体
験から，科学者であると同時に，広報の仕事にも携わらなければいけない人たちに，体験を
基づいてどんなことを伝えたいか，こんなふうであったらどうだろうかという教訓，アドバ
イスがありましたらお願いします．

南波： 基本的に永山さんのおっしゃったことに納得，
同感します．現場の広報は，問い合わせをたく
さん受けるわけですが，疑義が発生した後では，
理研の本部（埼玉県和光市）で対応をする場合と，
現場でこなさなければならない場合が混在しま
した．現在，STAPに関わる広報の対応は理研
本部で一元化する，というシステムになってい
ますので，私はそれに関しては一人称で答えら
れない，同じ理研の中でも動きをサイドで見て
いる立場だということをご理解いただきたいの
です．

  　問題発生直後から，神戸のCDB（発生・再生
科学総合研究センター）にはマスメディアからたくさんの問い合わせが来て，当然それはメ
ディアが知りたい内容で，きちんとした情報を提供しなければ混乱することが必定，という
状況でした．しかし問題は多々ありました．レクチャーでも申し上げましたが，広報担当者
にできることは，センター内の情報を集める作業までで，果たして情報内容が正しいか，ど
こまで公表することが適切か，という最終判断はできないのです（南波 2015）．情報分析と
公表の決定は，現場の広報担当者の機能ではないと思います．問題が起きた時には対外発信
を指揮する，ある種の対策本部をつくり，そこできちんと検討，判断して，発表内容をまと
める必要があります．私たちが貢献できるのは，この時点からで，それをいかに早く，でき
るだけ多くのメディアに均等に伝えるかというタスクに取り組みます．ところが現実には，
そこがうまく機能しなかった．STAP問題などの社会的疑義がもち上がったとき，どういう
対処をすべきなのかという備えが，組織として十分では無かったと思います．

岡田： 南波さんがおっしゃる通り，広報というのはマネジメント（理事者）が決めた情報を社会に
発信するところです．一方で，私たちは社会やマスメディアなど，外の人たちが何を知りた
いのか，それをリサーチして，「この情報を出しましょう」というようにマネジメントに提案

図6　発言する南波氏（右）
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するということも，また大切な仕事だと思っています．それが，社会と研究機関を繋ぐ新た
な手がかりとして進展する可能性があるからです．

3.3 研究者とメディアのディスコミュニケーションと，クライシスコミュニケーション
小出： 東京・茗荷谷の筑波大キャンパスで去年11月，開催された“科学広報とメディアの関係を考

えるセッション”に，私はオブザーバーとして参加しました5）．その時に印象的だったのは，
多くの広報スタッフが，マスメディア，特に新聞記者，テレビ記者，ジャーナリストに対し
て，ある種の恨み……とまでは言わないですけれど，「信用できない」とか「ひどい目にあった」
という個人的体験をお話されていたことです．「メディアスクラム」と呼ばれる理不尽な取材
の大攻勢，これはジャーナリストとしても自戒しなければならないことで，両者の関係をな
んとか改善させなければならない．この相互不信を回復することも，本日セッションの大事
なテーマだと思います．そこで，ジャーナリストと付き合ってひどい目にあったのは，どん
なケースだったか，もしくはジャーナリストと付きあって良いことがあったならば，そのご
体験でも良いですので，まず岡田さんから，披露していただけませんでしょうか．

岡田： え〜っとですね．はい（笑）．ざっくりとお話をいたしますが……，2年前にある研究施設か
ら放射性物質が放出されてしまう事故が起きました（J-PARCセンター 2013）．私たちが対
面しなければならなかったのは，原子力規制庁担当の社会部記者たちでした．社会部の記者
には科学のことがよく分かっていない人たちも多く，とても大変な思いもしました．それか
らの2年間，私なりにクライシス・コミュニケーションということを体験してきたのですが，
ただし，厳しいことを言われながらも，質問に誠実に向き合い，なるべく手厚く情報発信を
心がけ続けた結果，なんと今度は，社会部の記者さんたちが私たちの研究成果まで取材して
くれるようになったのです．私が科学情報のプレスリリースを出しますと，「自分は科学の
ことを何も知らなくて申し訳ないのだけども」と言いながらも地道に取材し，記事として報
道してくれた，という例が何件もありました．

  　これは災い転じて福となすということで，コミュニケーションというのは人間と人間の間
の関係，それを丁寧にやっていけば良いのだと学んだ次第です．

南波： こうした人間関係も，問題が巨大化して，コントロール出来ない状態になってからは遅いの
ですね．それは組織として問題が起きた時に何を公表するのか，この判断ができず，いつの
間にか，公表するよりは黙っていたほうが良いという，「守り」に入る性質が，組織にはある
と思います．その結果，協力的ではないという印象を与え，それがさらに疑いを呼んで，メ
ディアとシビアな対立にまで発展してしまうことがありました．そうなると短時間ではなか
なか信頼回復が難しい．やはり最初の時点でどういう姿勢を示すか，メッセージと情報をき
ちんと伝えてゆくという意思を示すことが大事だと思います．

  　そんな中での私の体験ですが，実際に過剰取材が起きてしまうと，渦中にいるスタッフは，
もう本当に大変なのです．個人に対する精神的なプレッシャーというのは深刻なものです．
何人も理研の研究者が毎日，家まで追いかけまわされましたし，家の前でカメラを回されて，
私自身も，家までは来られませんでしたが，出勤すると待ち構えているので，こっそり裏口
から入る．「正門から入れない」というのはこういうことかと実感しましたが，混乱した状況
下では，一人ひとりにかかるプレッシャーがいかに大きいか，これも知っておいていただき
たいと思います．
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  　一方で，記者さんたちと話してみると，中には分かってくださっている人もたくさんいて，
「広報の人たちを困らせて申し訳ないが我々も仕事だ」という取材者の気持ちも分かります
し，これだけ社会的関心が高まっている以上，取材をしない訳には行かないというメディア
側の事情も分かります．たいへんな体験でしたが，記者たちと切り結びを通して，お互いの
理解が多少あった，平常時には分かり得ないことが少し見えた，という気がします．

岡田： 科学者自身がコミュニケーションの教育を受け，トレーニングを積むことがいかに大事か，
私も南波さんも痛感しています．同時に，私たち広報スタッフが研究者の横にいて，研究者
がうまくコミュニケーションできなかったり，質問に窮している時には，良い表現を選んだ
り，質問にはこういうふうに答えた方が分かりやすいですとアドバイスしたり，二人三脚で
やってきました．これは効果的でした．プロのコミュニケーターが研究者の側にいるという
システムは，やはり大事だと思いました．

小出：榎木さんは，メディアとのお付き合いの中でどんなことを感じましたか．

榎木： 去年はテレビの番組に40回くらい出演し，貴重な経験をさせていただきました（笑）．あま
り不愉快な体験はなかったのですが，今回のSTAP問題をきっかけに，ポストの限られてい
る博士研究者の処遇問題，いわゆるポスドク問題がテーマになって，このテーマの特集を作
りたいというワイドショー番組からの申し入れがありました．こうした番組作りでは，悲惨
なポスドクの「証言」が必要，だから困っている人を紹介して欲しいと言われます．ところ
がこれはたいへん難しく，知り合いのポスドクや，その知人などに広く声をかけましたが，「番
組で名前を出されては困る」と言われて，なかなか証言者探しが大変でした．一方で，こう
した報道姿勢，「ポスドクは悲惨である」という一面を強調するステレオタイプな番組作りが，
果たして報道として適切なのか，私自身は非常に悩みました．メディアは「わかりやすく絵
になる映像」を求めますが，それにどのようにお付き合いするかは，難しい問題です．

  　タブロイド紙からテレビ，新聞まで，色々な記者さんとお話しましたが，大切なものはや
はりコミュニケーションですね．丁寧に対応していくと，向こうもSTAP細胞とは全然関係
ない別のテーマに取り組む際に，取材の相談を持ちかけられるなど，お付き合いが広がりま
す．ただ，協力はしても，そういう番組に一方的に取り込まれないというのは重要ですよね．
テレビに出続けていると，番組の中で急に答えたくなってきてしまう自分がいて，危ないと
思いました．医療問題など，そんな単純な評価はできないはずなのに「検診医はダメです」
など，乱暴なことを口走ってしまいそうな自分がいて，そこを自制できなかった人たちがダー
クサイドに転がっていくのだなと，マスメディアの怖さも感じました．

小出： 貴重な体験と実践的なご指摘，ありがとうございました．岩崎さんはメディアときり結んだ
内容の中で，どんなことがありましたか．

岩崎： 今回のSTAPに関して，早稲田大学のなかで，名前を出して，個人としてある程度発言して
いたのは僕を含めてごく少数だったと思います．一つには，ある時点から「個人としての言
論の自由はあるが，大学の教員としては守秘義務があり，迂闊な発言は厳に慎むように．な
にか取材などがあれば広報に一元化するように」という取り決めがなされたからでもありま
す．もう一つは，中にいても，僕みたいに最末端の平教員には何が起こっていたのか，それ
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すらほとんど分からない状況だったからでもあ
ります．そんな状況で，広報担当者や上層部の
先生方に「早稲田のことを一番よく考えて取り
まとめているから任せてくれ」と説明されても，
それを安心して受け入れる材料が必ずしも提示
されない場合はしばしばあったように思います．
とりわけ，小保方さんの学位が適正か否かとい
う問題が浮上した時，早稲田の広報は最初に「小
保方さんの学位に問題はない」といきなり伝え
てしまいました．そのあと，だいぶ慎重になっ
たようではありますが，これはかなり強い（ネ
ガティブな）印象を与えてしまったと思います
し，僕自身も強い衝撃を受けました．早稲田の広報には，実際にはすごく良い人がいるし，
平時はお世話にもなっています．こうした中で，自身たちがどのように行動したり発言した
りすべきか，いろいろ悩ましかったです．たぶん理研の中にも，どういうふうに動いて良い
のか分からない組織内研究者やスタッフが非常に多かったはずです．

  　結局，どういうことかというと，僕は早稲田大学の教員ですが，同時に，小保方さんを
知る関係者たち（論文の著者たちのうちの何人かを含む）ともかなり親しい知り合いであり，
もちろん同じ生命科学という大きな分野の一員でもあり，大学の外側でも早稲田に特化し
ないいろいろな属性を持っているわけです．その時に，どういう立場で発言をするかが難
しい．例えばマスコミに対して語る時には，もちろん「個人としては」と保留しながら伝え
るわけだけれども，当然ながら聞き手側としては早稲田大学教員の肩書きでのコメントが
欲しいわけです．そこのところでどうしても齟齬が出てしまって困ったということはあり
ました．

  　また，先ほどの榎木さんの話にもありましたが，マスコミにはニュースをこういうふうに
組み立てたい，というシナリオがあって，その路線に乗せられてしまった，という体験もあ
りました．例えば小保方さんに関連して，「いろいろな所を自分の意思で渡り歩いて行った
のだとしたら，それは良い意味での野心があって，一般論としてはそういう姿勢は望ましい」
と言った時に，「彼女は昔から野心家だったと岩崎教授が言っている」とか書かれて，困りま
した．確かに，もっと注意深く対応すればよかったと反省する面もあります．しかし，僕に
とってはジャーナリズムよりも，必ずしも透明性が見えず，意見を自由に表明しにくい「組織」
の存在というのは難しいものだなあ，というのが率直な感想でした．

岡田：いきなり「組織の中の科学者」という役割を突きつけられる？

岩崎：そうですね．いろいろ発言しにくい状況は確かにありました．

3.4 研究者の独立性とメディアの関係
小出： 研究者はどのくらい独立性を維持すべきか，これは面白い議論だと思うのですが，日本の中

ではそのルールがはっきり決まっていないですね．他国，アメリカやイギリス，西欧ではど
うなのか，渡辺政隆先生，そのへんを交通整理してお話しいただけませんか．

図7　岩崎氏（手前）
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渡辺： イギリスの科学諮問委員会の研究者，アドバイ
ザリーボードの人たちの発言には自由度が保証
されているというのは，よく知られています．
委員会における討論の中でどういう発言をした
かは，自身の判断で記者に公開してよろしい．
そういう規則があるようですね6）．そういう意
味では，独立性は保たれているのだと思います．
日本では，独法の研究機関の研究者と，大学の
研究者とは，だいぶ事情が違うような気がしま
す．STAP問題以来，独法の方ではプレスリリー
スに関して，いくつものハンコが必要になった
ようですが，筑波大学ではハンコは必要無しで，
プレスリリースを出しています．僕は自分の判断だけでプレスリリースを出せます．では何
かトラブルがあった時は誰が責任を取るのかいうところは曖昧なままですけれども，それは
大学の研究者と，ジャーナルの査読を信頼している，ということになると思います．

  　今春のネパールの地震（2015年4月25日）でも，たくさんの取材要請が大学内の地震研究
者のところに来ましたけれど，それに応えるかどうかはあくまでも研究者個人の判断に任せ
ています．そういう意味では日本でも，大学の研究者に関しては，発言の自由度はかなりあ
ると思います．

小出： 今度は逆にジャーナリストの立場から，科学者もしくは技術者を相手に取材していてどんな
印象を持たれたか，教えてください．

永山： いまの話の続きですと，私たちメディアにとって，大学の研究者の方は比較的アクセスしや
すいところがあります．ただし大学によっては，研究室の電話番号や研究者のメールアドレ
スなどが公開されていなくて，広報を通さなければ辿りつけないという大学もあります．も
ちろん迷惑電話や迷惑メールを排除するという理由もあると思いますが，大学の社会的使命
を考えれば，できるだけオープンにしてほしいと思います．マスコミ側が何かストーリーや
先入観を持って取材しようとしているという側面は否定できませんが，当事者がきちんと説
明し、お話しをいただくことによって，逆にメディア側の誤解を解くという大きな役割も果
たしていただけていると思います．当然ながら森羅万象すべての専門家であることは出来ま
せんので，私たち記者の側にも勉強不足なところもがありますが，その中で読者，そして社
会が知りたいという情報を提供していく，これが私たちの仕事ですので，ぜひ，その橋渡し
をしていただければと思います．

  　一方，大学以外の独立行政法人，いまは国立研究開発法人になりましたが，そのガードが
堅くなっている．直接，研究者，機関内の取材先にアクセスすることが難しくなってきてい
ます．更に取材時に広報担当者が立ち会う，広報の方が隣に座っているという風景が最近，
増えています．私たちはそこで萎縮したりはしませんし，聞きたいことを聞きますが，もし
かしたら，研究者の人たちの側に委縮はないか，もう少し説明したときに，広報スタッフが
いることによって阻害されないか，「プレリリースの範囲にしておこう」とか，「自分の書い
た論文の範囲にしておこう」など，情報提供が萎縮していないかが，気になります．

  　もちろん組織の論理や組織側の責任ということも議論になっていますが，組織の前に，や

図8　会場から発言する渡辺氏
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はり研究者は一個人であり，私たちも一取材者というところでコミュニケーションをしたい
と考えています．そこから良い形の関係に発展していくよう．広報にサポートしていただけ
るのが一番だと思います．もし，クライシスになった際は，培った人間関係によって出来る
だけ早く混乱の芽を摘みとる，消火器を早めに準備する，これからはそういう仕組みを模索
しなければいけないのだと思います．

南波： 現場で見た合理性と，組織として判断される合理性の食い違いですね，現場から見たら組織
の判断が合理的に見えないケースも，多々あると思います．どこの組織でも．広報の現場が
持っている合理性の方が，外部の人たち，社会の合理性と近かったりすることも多いのです．
研究者にも今回，そういう思いが多々あっただろうと思いますし，それが研究者たちのさま
ざまな発信に結びついたのだと思います．

  　私はこの間，個人としての発言は一切しませんでした．何故かと言えば，個人としてそこ
で発言しても，それによって問題の解決が近づくというより，むしろ問題を延焼させて複雑
化するという危惧を，現場で感じていたからです．炎上しているあいだはじっと見守り，事
態がクールダウンしてからでないと，正常な判断はできないと感じました．

  　研究者もそうですが，個人の発言の自由は確保されるべきだと思います．いま取材があっ
ても，組織を通さないといけないとか，組織が立ち会わないといけないという仕組みは，私
はおかしいと思います．研究者の発言の自由は確保されるべきで，取材を受けるか受けない
かではなく，何を話すべきか，これをわきまえれば良いわけであって，どう適切に回答する
かを準備しておくことが必要ですが，それは取材を受ける側の責任なのです．逆に，取材を
シャットアウトするというのは，問題を大きく複雑にするだけだと思います．

小出： いまのお話に共通しているのは，研究者の個人としての振る舞い，人に伝える時の工夫，と
いうことだと思います．これまでのお話の中で心配なのは，STAP事件のようなトラブルが
あると，日本の行政はさまざまな規則や規制を創りだし，それで再発防止ができる，という
幻想を抱きがちです．これは一方で，研究や技術者たちの士気の低下を招きます．組織の中
で「士気を高める」という作業には，人と金と時間と，大変な労力がかかります．一方で，「士
気を損なう」というのは努力のいらない行為で，不合理な規制一つだけでも，あっという間
に全体の士気が損なわれるという現実があります．

3.5 将来の研究者たちへのメッセージ
小出： 今回のシンポジウムは，将来，科学や技術の世界で，リーダーシップを取ろうという心意気

のある学生さんたちのプログラムの一環としても進められています（柳澤 他 2015）．その将
来のリーダーたちに，何かメッセージをお願いできますか．

岩崎： 僕自身の講演が，そのメッセージになっていると思っています．科学というのは多彩な表現
様式の中で選び取られるべきものであって，必要に応じて他のベターな表現があればそれを
採用すればいいし，かつそういうプラットフォームがある，要するに科学研究を相対化しな
がら，自分のものとして使っていくということなのですね．だから科学をやりつつも，その
科学をクリティカルに見て，場合によっては科学批判も恐れないで科学と付き合っていく．
そのためのプラットフォームとして，ジャーナリズムというのもあるだろうし，科学コミュ
ニケーションもあるだろうし，僕の場合は芸術というのをその中で位置づけたいと思ってい
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ますが，こういう既存の，オルタナティブな表現形態というのはいっぱいあるので，こうし
たところを感じ取っていただけたら良いかなと思います．

榎木： 科学を学んでいる皆さんへのメッセージとして，あっち側，というのは“科学擁護者の視点”
に固まって，そちらの業界人にならないでほしいというお願いをしたいです．このリーディ
ングプログラムを選んだということは，さまざまな考えや，表現方法があり，論争もある中
で，科学を研究してゆくという，そのなかで，自分の位置づけを，絶対ではなくて相対的に
俯瞰して見るという努力ですね．その中でどんな進路を選ぶかは皆さんの自由ですけれども，
凝り固まらず，常に広い視野を持つということが重要だと思います．

永山： 榎木さんのおっしゃったことを裏側から言います．科学は，科学があっての社会ではなくて，
社会の中での科学である．とても当たり前のことなのですが，その視点から，それぞれのご
研究，研鑚を積んでいただければと思います．

南波： いやあ，広報の問題は難しいですね．「この研究は役に立ちます」，ということを，皆さん，
とても安易に言うようになっているのではないか，10年前と比較して，そう感じます．役
に立つ研究に資金が集中するような仕組みが進んでいるからかもしれませんが，自分の研究
の本来の重要性や，根本的な魅力を表現すること，そこに軸足を置くべきだと思います．

岡田： リーダーシップを持つ科学者になっていただくためには，やはり社会とのコミュニケーショ
ン，人の心に伝えるコミュニケーション能力を付けることが大事だということです．新田先
生の基調講演にもありましたけれども，単純にクリーンな科学者というのは存在しえないわ
けですね．名刺に「江崎玲於奈」としか書いてなくても，誰だか分かるというのは，江崎先
生しかいません．皆さんは「北大の何とか」と所属が書かれていて，この人は信頼できる人
だなと受け止められるのです．

  　ですから，それによって生じる縛りもあります．“機関広報の立場”から言いますと，広報
の情報の出し方，何を話すかに対しても，ルールやマナーはあります．ただ，先ほども言い
ましたけれども，私たちは研究者と二人三脚で，社会に向けてコミュニケーションしていこ
うと思っているだけです．決して，メディアや一般の方々との交流や意見交換を妨げようと
思っているわけではありません．これからもメディアの方には「取材申込書を出してくださ
い」などと言いますし，取材にも立ち会いますけれども，「先生，そこは言ってはいけません」
などと妨害をすることはありません．ただ，何かトラブルが起きた時に，やはり流れを知ら
ないと，研究者も組織も守れないわけです．STAP問題でも，不幸な事件がありましたが，
広報の担当者がすぐ隣にいたら，信頼できるコミュニケーターを傍に置いて，二人三脚でやっ
て行くことができていたら，色々な意味でより良い結果にたどり着けたのではないかと考え
ています．

小出： ありがとうございました．いろいろお話が出ましたが，最後にひとこと．コミュニケーショ
ンということを，よく広報のスキルであるとか，マニュアルのようなものと受け止められる
ことがありますが，それは違うと思います．我々が痛感するのは，コミュニケーションとい
うのは，メッセージを相手の心まで届けて，初めてなんぼ，というもので，コミュニケーショ
ン・スキル，などという言葉が飛び交う中で，この本質を忘れがちになります．スキルとい
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うよりも，やはり心で考えるもの．一人ひとりが思考する問題なのだということを振り返っ
て，討論を締めくくりたいと思います．ありがとうございました．

4．コラム：「ニュース報道の不確定性―＜事実＞とは何か」
　パネル討論では，マスコミの役割を評価する一方，ニュース，テレビ番組の制作方法に異議や疑
問が示された．
　「あらかじめ作ってきた“ストーリー”に（談話などを）はめようとしている」
　「“分かりやすい映像”がほしいといわれ，困惑した」
　この問題は，＜一面だけを強調する制作姿勢は，報道としてどこまで許されるか？＞，という
問いに集約される．テレビに限らず，「事実」とは何か―新聞やネット報道にも共通の課題として，
ジャーナリズムは常に批判を謙虚に受け止め，「事実」に向き合う姿勢を社会に示さなければならな
い．一方で，客観的事実とはなにか，その問題を追い詰めてゆくと，ある種の「不確定性」に至る
ことも，また事実である．ニュースが伝える事実，そこに取り除くことができない不確定性とは何
か．思索の手がかりとして，ひとつの実例を伝えたい．

4.1 韓国MERSに関する報道の違い
　世界科学ジャーナリスト連盟・第9回世界会議（WCSJ2015@Seoul）が，2015年6月8日から12日，
韓国・ソウルに計55か国の科学ジャーナリストら1200人を集めて開かれた．同じ時期，韓国では
中東から持ち込まれた中東呼吸器感染症（MERS）が拡大，ソウルなどで患者数が増えてゆく，ま
さにその渦中だった．計186人の患者と36人の死者を出したこの流行は7月末までに収束したが，
5月から発生した流行が進行中，先が見えない，そんな時期の韓国の現場がどのように報道された
かを見てみよう．
　開催期間中に我々が見た，たとえば中国のCCTV（中央電視台）のテレビ報道では，＜韓国で
はMERS感染拡大と共に学校も休校，観光客も激減するなど，感染は猖獗を究め，国内は大混乱
に……＞というトーンで，買い物客のいない繁華街や閉鎖した学校映像を放映，カメラはもっぱ
ら医療スタッフの緊張した表情や，「マスクで顔を隠した市民」ばかりをアップで流した（CCTV 
America 2015）．渡航などもってのほか，すぐにでも国外に逃げ出さなくては大変……という印象
を与える「事実」だった．
　一方，もう少し冷静な“シナリオ”を持っていたのは，NHKニュースで，観光客の減少や繁華街
の閑散とした様子，病院などの映像を伝え，患者の増加がとまらないこと，政府の対応が市民の批
判を受けている――などの現状を報告した（日本放送協会 2015）．ただ，カメラに映るのはもっぱ
ら「マスクをした人」ばかり．緊張感を伝える「事実」だった．
　一方，中東カタールのテレビ局・アルジャジーラ（Al Jazeera）の報道は極めて冷静だった．中
国や台湾からの観光客7000人がキャンセル．治療に当たる医師らにも感染が広がり，韓国政府の
ホットラインには一日3000件の問い合わせ電話が殺到している，など，同じく韓国内の混乱した
状況を伝えているが，「マスクをする市民が増えている一方で，マスクをしないで街を歩いている
会社員，買い物客も多い」というコメント共に，感染のリスクは限定的なものだという「事実」も
伝えていた（Al Jazeera 2015）．
　テレビ報道番組に描かれたMERS騒動，その現場にいた私たち科学ジャーナリストが実際に見た

「事実」は，アルジャジーラの報道に最も近かった．繁華街を歩けば，マスクをしているOLや小学
生たちが増えているが，多くの市民は通常と全く違わない生活を送っていた．「新たな感染は，患
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者を収容している医療機関の周辺に限られ，市民生活でのリスクは少ない」というのが，世界会議
に集まってきた各国のジャーナリストの相場観だった．だから会場でも，マスクをかけたジャーナ
リストの姿はほとんど見かけなかった．

4.2 加熱する報道の背景
　なぜこのような「事実」の落差ができるのか．背景には，ニュースの放送枠に勝ち残るための熾
烈な競争がある．新聞紙面も掲載記事のスペースに限りがあるように，ニュース報道の時間帯にも
枠がある．世界中から送稿される大量のニュース・話題の中で生き残り，放映ポジションを得るに
は，「デスク」と呼ばれる原稿の最初の受け手を納得させなければならない．
　シンポジウムのパネルディスカッションの中でも討論されたが，ニュースとしてのインパクトは，
分かりやすさ，びっくり，感動させる力，リスクや影響の大きさ―などが優先され，こうした条
件のそろったニュースから先に採用が決まる．このため「感染は拡大しているが，市民生活に大き
な影響は出ていない」ではニュースにならず，「学校や幼稚園が閉鎖され，感染におののく市民はマ
スクで防御するなど大混乱」というメッセージが届かないと，ほかのニュースを押しのけて「放映」
のポジションは獲得できないのだ．いくら重要なニュースでも，その後に更に大きなニュースが飛
び込んでくれば放送の枠から放り出されてしまう．ニュースの編集現場には，厳しい日常がある．
　いきおい，世界各地でニュースを取材し，提稿するジャーナリストたちは，よりインパクトの強
い表現で「デスク」の関心を引こうとする．このため，カメラは「常ではない情景」を集中的にねら
うようになる．水害や戦乱，行楽地の混雑などでも，ニュース映像では被害や破壊の最もひどいと
ころ，混雑の激しい情景に集中，これだけが，繰り返し放映されることになる．実際の被害は限定
的で，その周辺では日常の生活が続いていても，これは一切，視界から遠ざけられるため，視聴者
はその世界全体が大被害や大混乱に陥っているかのような印象を受けてしまうことになる．
　こうした報道が持ち込む「事実」のずれ，現実との誤差は，もちろんジャーナリストは意識して
おり，一定の枠を超えないよう抑制の試みがなされる．しかし，「事実を乗り越える報道は許され
ない」という理念と，「ニュースとして社会に伝えなければ報道の意味がない」という現実との相克
の中で，「ニュースが伝える事実」は誤差を抱えたまま，ある種の「不確定性」を持たざるを得ない
というのが実情だ．
　ジャーナリストが数多く集まったソウル会議でも，韓国政府の公式セッションも含めて，MERS
の話題は色々と討論された．NHKディレクターの一人は，「実際は切迫していないことは分かるが，
MERS問題をニュースにする場合，自分でもマスクの映像中心に撮る．インパクトのない映像を送っ
ても東京のデスクは受け付けない」と答え，「まず，ニュースとして放映されることが第一．続報な
どで誤差は埋めて行けるが，ニュースが抱える課題として，一定の落差は埋めきれない……」と語り，
多くの映像ジャーナリストも同じ指摘をしたのだ．

4.3 ニュースの不確定性をめぐる議論
　実際，CNN，BBC，CBSなど，各国のニュース映像も，NHKと同じく「大量のマスクの人々」を
伝えた．日本に比べフリーランスの多い世界各国のジャーナリストにとって，事態はより深刻だ．
取材費をかけてMERS問題を取材し，映像を送っても，原稿が不採用，“没”という結果では，経済
的に死活問題になりかねない．企業や組織の社員として身分が保証され，没でもすぐに生活に困る
ことはないという恵まれたジャーナリストは，明らかに少数派だ．それでは，アルジャジーラは，
どうして現実に一番近い「事実」を伝えられたのか．同社に勤務経験を持つジャーナリストらの話
しを聞くと，その背景も理解できる気がした．「アルジャジーラの記者は，収入や，身分の保障面では，
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世界の報道機関の中でも突出して待遇が良い．必死にニュースに仕立てなくても，現場の伝え方を
尊重して取材させるので，事実に一番近い報道ができたのではないか……」というのだ．
　アルジャジーラの報道は常に事実の誤差が少ないのか，これはさらなる検討が必要だが，ニュー
スの誤差をめぐる「不確定性」の議論は，ジャーナリズム，またニュースとは何かを考える優れた
手がかりであることは，再認識されて良いと思う．
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