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研究成果を報じる「喜び」と「苦しみ」

永山 悦子1

Report of Science Research, It’s Pleasure and Trouble

NAGAYAMA Etsuko1

キーワード：科学報道、研究分野の競争激化、STAP細胞論文
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1．自己紹介
　私は現在，毎日新聞東京本社科学環境部
でデスクを担当している．デスクとは，記
者が取材，執筆した原稿を読者に分かりや
すい文章に手直しし，紙面への掲載を売り
込む役割だ．現在の主な担当は，医療・医
学や生命科学，研究倫理などだ．まず，タ
イトルに込めた意味を説明したい．これま
での研究成果を報じる科学報道では，「楽し
い」「ワクワクする」「日本の科学はすごい」
などと感じながら取材し，記事を書き，売
り込むことが多かった．ところが最近は，

「そうとばかり言っていられない」という取材が増えている．つまり，報じることが「辛い」「苦しい」
と感じる科学報道が増えている．そのような研究成果を報じる科学報道の現場からの声を伝えたい．

2．メディアが研究成果を報じる流れ
　最初に，メディアが研究成果を報じる流れを紹介したい．私たちが取材を始めるきっかけの代表
例には，以下の3パターンある．

　①研究機関や雑誌などからのプレスリリース
　②情報提供（知人・知らない人から）
　③取材などを通じて自ら探し当てる
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小特集ノート：寄稿



　①は，研究機関や科学誌などから，「新しい研究成果が出た」「学会で発表する」「雑誌に掲載され
る」という内容のリリースが報道機関や記者クラブに届くパターンだ．②は，知人の研究者から情
報提供されることや，研究機関から個別に案内を受けることもある．見知らぬ人から情報提供され
るケースは，メディア内部ではよく「タレコミ」などと呼ばれる．③が，私たち記者が最も力を入
れねばならない，取り組まねばならない，そして「やりたい」と考える仕事だ．自らの取材によっ
てさまざまな人たちと話をして，いろいろな場所に足を運び，講演会やシンポジウムを聴講し，そ
こから「今報じるべきこと」「取材を進めるポイント」「記事の端緒」を見つけ出し，取材を深めてい
くことになる．
　本来は③を中心に日頃の取材について説明を進めたいところだが，今回のシンポジウムのテーマ

「研究成果をなぜ発表しどのように伝えるのか」に合わせ，①の例として，私が昨年，北海道大が
出したプレスリリース（北海道大学 2014）を元に書いた記事を紹介したい（図2）（永山 2014）．そ
れは、『Nature』に発表された恐竜化石の分析に関す
る論文だ（Lee et al. 2014）．今まで見たこともない
ような新種恐竜の全身骨格が明らかになったという
内容だった．『Nature』の報道発表では「解禁日」が
設定され，登録したメディア関係者には解禁日前に
プレスリリースが届く．さらにこの論文に関しては，
北海道大からも解禁日付きのプレスリリースが出さ
れた．
　このようなリリースを手にしたとき，私たちはど
のように取材を進めるか．まず『Nature』のプレス
限定サイトで論文の原本を入手する．それを読んで
研究の大枠を把握し，次に論文の著者本人に取材を
する．今回の場合は，距離が遠かったため，私は電
話とメールでの取材を依頼した．さらに，論文取材
の基本動作として欠かせないのが，同じ分野の他の
専門家の意見を聞くことだ．大きな扱いになる記事
ほど，この取材が重要になる．論文の持つ意味，研
究のトレンドの中における位置付けなどを客観的な
立場から聞く．続いて，最も重要なステップを迎え
る．取材した内容を「記事にするかしないか」とい
う価値判断だ．
　例えば，私が所属する毎日新聞東京本社科学環境
部には，1日10本近い論文発表のプレスリリースが
届く．ほかに文部科学省などの記者クラブにも大量
のプレスリリースが投げ込まれる．恐らく，全国で
みれば研究成果を伝えるプレスリリースは1日数十
本出されていると思う．一方，紙面は限られ，読者
にとって有用な情報に絞り込む必要があるため，
リリース全てを記事にするわけにはいかない． 図2　2014年10月23日

  毎日新聞朝刊
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　「記事にするかしないか」を検討する際の主な判断基準を4点挙げたい．

　①従来の研究とは異なる際立った成果といえるか
　②新聞の読者（社会）にとって役立つ成果，もしくは知っておくべき成果といえるか
　③以前に報じた内容に関連する成果の場合，重要な追加情報を含んでいるか
　④記録として後世に残すべき成果といえるか

　私は北海道大のプレスリリースを受け取り，取材をした結果，「これは今までの研究とは違う際
立った成果であり，恐竜研究の分野でブレークスルーになる可能性のある成果」（上記の判断基準
の①にあたる）と考え，記事にしようと決めた．一方，私が「記事にしよう」と思っても，すぐ新
聞に掲載できるわけではない．解禁日の担当デスクに原稿を渡し，編集局内の会議で売り込んでも
らうことになる．会議には，政治部，社会部，経済部など各部からたくさんの原稿がエントリーさ
れる．各部のプレゼンテーション合戦を経て,「載せる価値がある」と合意されれば,ようやく紙面に
掲載されるという段取りになる．それらの手順を踏んで,北海道大からのプレスリリースを紹介す
る記事が掲載された．

3．報じる意味と報じない判断
3.1 iPS細胞研究を報じる意味
　続いて，後で取り上げるSTAP細胞論文問題とも関係すると考え，同じ生命科学，再生医療分野
のiPS細胞論文の発表に関する取材経緯を説明する．
　私が，後に「iPS細胞」と名付けられる新たな万能細胞の存在を知ったのは2006年春だった．「京
都大学の山中教授という研究者が，すごい万能細胞を作ったらしい．ES細胞などの課題を解消す
るものらしい」という話だった．正式に『Cell』に論文が発表されたのは同年8月だった（Takahashi 
and Yamanaka 2006）．私は，最初に話を聞いた直後，山中教授に直接メールを送り「ぜひ話を聞
きたい」と取材を依頼した．しかし，そのときの山中教授からの返答は「雑誌側から解禁までは一
切取材に応じるなと言われている．発表を待ってほしい」というものだった．結局，私は発表日を
待つことになった．情報をつかんだ当初は，先ほど説明した取材開始のきっかけのうち②もしくは
③だったが，最終的には①の形でのスタートすることになった．
　2006年の論文は，マウス実験の段階だったため，毎日新聞はその記事を1面に掲載したもののトッ
プ記事ではなかった（須田 2006）．一方，翌年の論文（Takahashi et al． 2007）は1面トップ記事
になった（須田 2007）．これは，「ヒト細胞から作製した」という、臨床に大きく近づく内容になっ
たためだ．ヒト細胞からのiPS細胞作製に関する記事は，上述した1面の「本記」と呼ばれる研究成
果の概要を紹介する記事と，3面に「解説」と呼ばれる研究の意義や課題を紹介する記事（須田 他 
2007）の2本を掲載した．その後，私たちは，この研究に大きな可能性を感じ，再生医療と万能細
胞研究に絞って取材を進める「取材班」を作った．2007年春には，再生医療の現状と課題，iPS細
胞研究をめぐる隠れたエピソード，その後問題となる知的財産などについて報じる連載を掲載した

（毎日新聞 2007a）．さらに同年4月に，毎日新聞が主催し，山中教授，英国のジョン・ガードン博士，
イアン・ウィルムット博士を招くシンポジウムを東京都内で開催し、記事を掲載した（図3）（毎日
新聞 2007b）．私はパネルディスカッションのコーディネーターを担当した．
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図3　毎日新聞主催で2007年4月に開催されたシンポジウム「iPS細胞研究の展望と課題」を紹介する
毎日新聞紙面（2007年5月13日朝刊）

　このように，当初の記事は研究発表がきっかけになったものの，自分たちが「この研究は重要だ」
と考え，研究関係者や行政，企業などに幅広い取材を積み重ね，知られていないエピソードや指摘
されていない課題を発掘してまとめた記事を掲載でき，社会が注目する主催事業も開き，最終的に
は2012年の山中教授のノーベル医学生理学賞受賞につながったという流れは、私たちにとって大
きな成功体験になった．

3.2 iPS細胞を用いたとする臨床研究を報じなかった判断
　2012年に山中教授がノーベル医学生理学賞を受賞することが決まった直後，読売新聞が「iPS細
胞を使った世界初の臨床研究の実施」という「スクープ記事」を報じた．その際，私たちがiPS細胞
研究で積み重ねた取材や知識が生きた．読売新聞はこの話題を朝刊の1面トップ記事（服部　2012）
と3面の大型解説記事で報じた（読売新聞　2012）．さらに，同じ日の夕刊でも1面トップで関連記
事を掲載した（柳沢 　2012）．一般に，ここまで大きな記事が他紙に掲載されると，各メディアは「こ
の記事を追いかけるかどうか（同じ内容を取材して記事にするかどうか）」という判断を迫られる．
毎日新聞は，この記事を追わなかった．編集局の幹部からは「なぜ，うちは追わないのか」とかな
り責められたが，私たちは以下の様な経緯から「書かない」と判断した．
　実は，同じ研究者からの売り込みは毎日新聞にもあった．それも，毎日新聞の記者3人にバラバ
ラに売り込んできた．さらに，複数のメディアに同じ情報を提供していることも合わせて通告して
きた．記者の射幸心を煽るような形の情報提供だった．
　私たちも，この売り込みをきっかけに取材を進め，記事掲載を目指すという選択肢はあった．し
かし，売り込みを受けたそれぞれの記者が，その研究者に内容の確認を求めたところ明確な返答が
得られなかった．例えば，「移植に使った心筋細胞がきちんと分化かしたかどうかをどのように確
認したのか」「動物実験の結果を教えてほしい」「共同研究者の所属と名前を知りたい」などだ．過
去の取材で知り合った再生医療やiPS細胞研究に詳しい専門家にも意見を求めた．最後に，彼が共
同研究をしていると説明した米ハーバード大に倫理委員会の開催状況を問い合わせた．「ヒトへの
臨床研究であれば倫理委員会を開催しているはずだ」と考えたからだ．ハーバード大広報の答えは
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「把握していない」だった．他の機関の倫理委員会で承認を得ている可能性もあったが，私たちは
非常に不安を感じ，取材した専門家からも「気をつけるべきだ」との意見を聞き，その研究者が話
したままの内容を報じることは難しいと判断した．そこで私たちは踏みとどまることができた．

4．報じる難しさ，最近の傾向
　最近は，さらに報じる難しさを感じるケースが増えている．まず研究社会の競争的な側面が強まっ
てきており，「できるだけ早く成果を発表したい」という研究者側の心理が生まれていると感じられ
る．学会発表前，論文発表前の研究成果の記事化は，一般には避ける傾向が強いが，海外の例には
なるが以下のようなケースがあった．
　2014年3月の「米国などの研究チームが宇宙誕生時の重力波，原始重力波を観測した」という発
表だ．毎日新聞は朝刊1面に記事を掲載し（毎日新聞　2014a），その日の夕刊でも解説記事を載せ（西
川　他　2014），さらに1面のコラムにも登場した（毎日新聞　2014b）．「（本当であれば）ノーベル
賞級」という記事の内容から，編集局内で「もっと知りたい」という声が高まり，科学面でも特集
記事を掲載することになった．しかし，残念ながら今年になって「観測自体が誤りだった」という
ことが明らかなった．最先端の研究では，データ解析や追試の結果，結論が変わることはある．し
かし，一般の人から見れば，「あの発表（報道）は何だったのだろう」と感じる結果になってしまっ
た可能性がある．
　またプレスリリースの数，記者会見の数がかなり増えている．そして，どの発表でも研究の「出
口」や「社会的意義」を強調するようになっている．プレスリリースの見出しには，「世界初」「革新
的な成果」という言葉が並ぶ．このため，プレスリリースの段階で，「紙面で報じるべき研究成果」
を選び出すことが難しくなっている．一方，各メディアは最近，ウェブページの充実に力を入れて
いる．新聞はページや文字数が限られるが，ウェブページは文字数の限度が「ない」媒体だ．そこ
で「新聞には載らないものの、ウェブだけに掲載しよう」という記事が登場している．ウェブ掲載
では，新聞掲載よりも「載せるか載せないか」のハードルが低くなりがちだ．その場合でも，紙面
に掲載するときと同様の十分な議論，吟味が徹底できるか ―ということが問われている．

5．STAP細胞論文問題報道の経緯
5.1 STAP細胞論文に関する記事の紙面展開
　次に，STAP細胞論文問題の報道について述べる．今回のシンポジウムの主旨に沿って，「研究成
果の発表」という最初の時期の報道について振り返りたい．
　発表当日1月30日の毎日新聞は，1面トップ記事（図4A）（斎藤 他　2014）と3面に大型解説記事

（須田 他　2014），さらに社会面にもその後有名になった研究者の割烹着姿の写真を含めた人柄紹介
の記事を載せた（斎藤　2014）．「若い女性研究者」によるノーベル賞にも匹敵するかもしれない大き
な研究成果ということを受け，編集局の他の部署からも「これは，社会の関心を呼ぶ」と注目された．
その結果，続く同日の夕刊社会面でも「女性研究者がどんな人かを知りたい」「今回の研究成果への
海外などの評価が知りたい」という要望が高まり，ペットの亀と一緒に撮影した写真や海外メディ
アの反応を掲載（図4B）（八田 他　2014）．さらに翌日朝刊の社会面トップには，彼女の中学2年の
ときの作文まで載せるに至った（図4C）（岡崎　2014）．それらの研究とは直接関係ない記事が「科
学報道として必要だったのか」と疑問を持たれると思うが，私も同じような感覚を持った．しかし，

「何でもいいから彼女の記事が読みたい」という流れに逆らうことは難しかった．さらに，社説で「驚
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きの成果を育てよう」という今回の成果を持ち上げる内容の記事が載り，朝刊1面の各社の顔といえ
るコラム（毎日新聞では「余録」と呼ぶ）もSTAP礼賛一色の内容だった（毎日新聞　2014c; 2014d）．
既に指摘があるように，皆が「飛びつきやすい」要素が多く存在したことが背景にあったと考える．
　初日の報道の扱いについては，編集局内で議論があった．取材を担当した科学環境部としては，
この研究成果について、「iPS細胞に匹敵する可能性を秘めた万能細胞を，従来は想定もされていな
かった容易な方法で作製できたという驚きの成果」という内容を踏まえ，扱いを判断するためのポ
イントを三つ挙げた．

　① 共著者に，過去に毎日新聞記者が何度も取材し，記事にもした日本を代表するこの分野の研究
者が複数入っている

　② 解禁前に入手した論文原本などを元に10人以上の同じ分野の専門家に意見を求めた結果，この
研究成果に否定的な発言をする人は一人もいなかった（「まだマウスレベル，それも胎仔の細胞
を使った実験であり，ヒトで同様の成果が得られるかは分からない」などのコメントはあった）

　③日本では数少ない若手の女性研究者が筆頭著者・責任著者としてまとめた論文

　編集会議では懐疑的な意見も出された．「本当に一面トップか?　本当にノーベル賞を取れるの
か?」「（韓国のクローンES細胞の捏造論文を書いた）黄禹錫（ファン・ウソク）氏のようになること
はないか」などの指摘だ．しかし，私たち科学環境部は①〜③を根拠に，「ぜひ1面トップで報じて
ほしい」と主張した．その結果，先ほど述べたような紙面構成になり、近年例のない研究成果を報
じる大きな報道となった．

図4 A） 2014年1月30日毎日新聞朝刊 B） 同日毎日新聞夕刊

A B
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　　　　　　　　 　　　　　　　C） 同年2月1日毎日新聞朝刊

5.2 過熱したSTAP報道の背景
　初報を終えた私たちはiPS細胞の「成功体験」を思い出し，すぐにSTAP取材班を作り、深く掘り
下げる取材を始めることを決めた．論文作成の舞台となった理化学研究所発生・再生科学総合研
究センター（CDB）の所在地が神戸市だったことから，大阪本社の科学環境部とも連携し，発表翌
週には東西の科学記者が集まる会議を開いた．「第2のiPS細胞かもしれない」という研究成果から，
私たち自身もノーベル賞を意識し，iPS細胞の取材経験から「取材が順調に進めば，今後の生命科
学分野の報道をリードできるかもしれない」という下心のようなものがあったことも確かだ．
　しかし，わずか1カ月後に疑義が発覚した．このときも過去の取材で知り合った関係者から「疑
義が出始めている」との一報が入り，疑義について他社に先んじて特報できた。しかし、理研側の

「研究成果は揺ぎないと判断している」という言葉にも引きずられて，最初の記事は社会面の片隅
の小さなものだった（須田　2014）．その後の詳細はここでは触れないが，論文撤回，捏造の認定，
STAP細胞の存在を否定する調査結果，関係者の自殺など，最悪の結果に終わった．
　なぜ，STAP報道はここまで過熱したのか．研究内容のインパクトに加え，「無名の若手女性研究
者が筆頭著者」という事実は，まさに「シンデレラストーリー」だった．若手の女性研究者が日本
では少ないこともあり，「大きく取り上げて応援したい」という思いもあった．一方，疑義の発覚後
は，一般的にはシンデレラが転落していく「面白さ」，そして「ネット査読」「クラウド査読」とも呼
ばれた，研究コミュニティではない一般の人からも連日のように疑義が提示されるなど，連日のよ
うに新たな問題が浮上する騒動の広がりは社会の関心を一層高めることにつながったと考える．
　さらに，理研側の取材規制や不十分な広報対応は，メディア側に不信感を植えつけた．メディア
側はもともと「自らの手で真実を見つける」という使命感を持って取材に取り組むが，理研側の「秘
密主義」「事なかれ主義」とも映る姿勢は，メディア側の姿勢を一層強め，スクープ合戦が激しさを
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増したと考える．
　この問題に対して，毎日新聞としては異例の体制で臨んだ．東京本社，大阪本社の両科学環境部
の10人を超える記者が取材に参加し，デスクもそれぞれ1人ずつ付いた．疑義が発覚した2014年
2月から同年12月の調査委員会の最終報告まで，普段は科学報道とは縁のない社会部，外信部，政
治部，デジタル報道センターなど他部の協力も仰ぐことになった．一方，理研など研究機関側から
ほとんど情報が出されない中，真実に迫るための取材は容易ではなく，関係者の証言をどこまで信
用し，裏付けられるかという判断が連日続いた．疑義に関する報道では，当事者のコメント・反論
を取材し，それぞれの意見を掲載することを原則としたが，協力が得られないことも多かった．

6．残された課題
　STAP細胞論文発表の最初の記者会見については，「派手なパフォーマンスがあった」などと批判
する声もあった1）．しかし，私自身は特に大きな問題はなかったと考える．広報資料とは別に配ら
れたiPS細胞と比較する資料など，少々の行き過ぎはあったかもしれないが，4章で書いたように
成果の意義を強調することは，最近はどの会見でも見受けられることだ．
　一方，論文への疑義が発覚してからの研究者，研究機関の対応には，多くの問題があったと考える．
疑義発覚後も，論文著者たちは問題への反省や説明をほとんど口にせず、研究の正しさを強調した．
さらに，STAP細胞論文の特徴だが，研究の進め方，つまり「光る細胞を作る」「マウスの実験をする」

「論文にまとめる」「細胞を分析する」という研究の各ポイントが完全に分業状態だった．その結果，
研究者たちは「自分の担当したところは正しいが後は知らない」「自分はこの部分しか見ていないか
ら後は知らない」という無責任な状態になり，真実を究めることが信条であるはずの研究者として
は誠意に欠ける対応になった．さらに，理研本部の「秘密主義」的対応が加わり，社会の不信感が
増幅し，理研の改革委員会や調査委員会から多くの問題が指摘されることになったといえよう．広
報とメディアの関係，不祥事が発覚した際の研究機関側の姿勢・広報体制など，この問題から学ぶ
べき教訓は多い．
　最後に，STAP問題でのメディアの責任を考えたい．2014年1月，私たちがSTAP細胞論文の発
表を「報じない」という選択肢はなかった．今振り返っても，当時把握していた情報から「報じない」
と判断する根拠は見いだせない．専門家ではないメディアが、論文や会見を通じて研究の真偽を見
抜くことは極めて困難だからだ．ただし，今回の問題で私たちは事前に多くの専門家の意見を聞い
たつもりではあったが，その後の取材で，さらに幅広い分野の専門家に取材し、評価や疑問点を聞
けた可能性も分かり，その点は今後の教訓にしたいと考える．
　記者会見後のさまざまな関連記事の掲載が適切だったか，という点は検討すべきだろう．「社会
が必要と考えるニュース」「科学ニュース」は，それぞれどのようなものなのか．社会の関心に新聞，
テレビ，雑誌，そしてさまざまなメディアが，どこまで応えるべきなのか．それらについても今後
議論を深めたい．「社会現象」のようになってしまった論文不正の取材，報道には，メディア，研究
機関双方にとっていまだに多くの課題が残されている．
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社会から過剰な注目を集め」などといった批判があった（朝日新聞　2014）
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