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少年犯罪報道と専門職倫理 
―成長発達権を手がかりとして

塚本晴二朗（日本大学）

要 旨

少年法の理念は、「少年の健全な育成」である。その理念に沿って、少年法 61 条は「家庭裁

判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者」の推知報道を禁

止している。しかし同規定は、罰則規定がともなわない倫理規定となっており、憲法 21 条の表

現の自由を尊重する趣旨から、同規定の遵守は報道機関の自主性に任せられている。本論はこの

点に注目する。つまり少年犯罪報道に関する問題は、法解釈の問題ではなく、極めて倫理学的な

問題と考える事はできないだろうか、という点である。そこで、本論では、まず少年犯罪を実名

で報道する側の論理を確認し、次に少年犯罪の匿名報道の主張の中の「成長発達権」論を検討す

る。その後、「権利」を中心とした視点に批判的な、クリフォード・クリスチャンズの「共通善」

の倫理学を概観し、彼の理論をもとに、少年犯罪報道の問題が、「権利」中心の問題であるのか、

「共通善」中心の問題であるのかを明らかにする。そして最終的に、少年犯罪報道、ジャーナリ

スト、専門職倫理という三つの概念の関係を確認する。

Juvenile Crime Reporting and Professional Ethics 

Seijiro TSUKAMOTO（Nihon University）

The ideal behind the Juvenile Law is the “nurturing of sound and healthy juveniles.”  Following this ideal, 

Article 61 of the Juvenile Law forbids the reporting of “rulings that pertain to judgments concerning 

juvenile offenders in family court or crimes committed when the individual prosecuted is a juvenile.” 

However, starting from Article 21 of the Constitution which honors freedom of expression as central, 

Article 61 of the Juvenile Law becomes an ethical standard. Article 21 of the Constitution starts from the 

idea of respecting freedom of expression, granting autonomy to the press. In this article, I draw attention 

this. In this article, I argue that juvenile crime reporting is not only a legal but also an ethical issue. Firstly, 

I provide a brief overview on a logic which approves of such reporting that the juveniles who committed a 

crime can be guessed. Secondly, I consider “the rights to grow and develop for the juveniles” in the light of 

an anonymous reporting on a juvenile crime. This idea is based on ethics of rights, which I criticize in the 

rest of the article. Thirdly, I explore Clifford Christians's ethics of the “common good” in order to critically 

to examine the rights-based rationale of juvenile crime reporting. Lastly, I examine the interrelations of 

juvenile crime reporting, journalists as professionals, and professional ethics.
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はじめに

少年法 61 条は「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起さ

れた者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であるこ

とを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない」

と規定している。しかしこの禁止規定には、罰則が設けられておらず、憲法 21 条の表現の自由を

尊重する趣旨から、報道機関の自主性に任せられているのが現状である。実際のところ報道機関は、

この 61 条に反するような報道を繰り返してきた。自主性に任せられているのだから、「それが当

然」と言えないこともない。しかし、インターネット等が発達した今日においては、たとえ地方

の 1 社が実名報道をしただけでも、情報はある意味で世界中を駆け巡り、61 条は全く意味のない

ものとなる。しかしそうなったところで、何のお咎めもない。全ては報道する側の倫理観に任さ

れている。

本論はこの点に注目する。

つまり少年法 61 条は倫理規定であるから、その問題は法解釈的なものというよりもむしろ倫理

学的なものだ、ということができる点にである。ゆえに、少年法 61 条並びに少年犯罪報道に関す

る問題は、法解釈の問題ではなく、極めて倫理学的な問題、特にジャーナリストの専門職倫理の

問題である、と考える事はできないだろうか。

そのことを解明するために、本論ではまず、少年犯罪を実名で報道する側の論理を確認する。

その次に、少年犯罪の匿名報道の主張の中でも、比較的新しい「成長発達権」という考え方を検

討してみる。そうした後に、そのような倫理学的な問題に関する「権利」を中心とした視点に対

して、批判的であるクリフォード・クリスチャンズの「共通善」の倫理学を概観する。そうする

ことによって、少年犯罪報道の問題が、「権利」を中心とした問題であるのか、「共通善」を中心

とした問題であるのかを明らかにしていく。そして最終的に、少年犯罪報道、ジャーナリスト、

専門職倫理という三つの概念の関係を確認したい。

1.	 実名報道の論理
1958（昭和 33）年 9 月、小松川事件 1 という凶悪な少年犯罪が発生した。この事件の犯人逮捕時、

実名報道と匿名報道で、各社の対応は分かれた。それまでも、少年法 61 条への対応の仕方は、各

社によって異なっていたが、小松川事件のような凶悪な事件はなく、少年法 61 条に罰則規定がな

いこともあって、それが大きな問題とされることはなかった。

しかしこの事件では、全国主要紙 70 社のうち、35 社が匿名で報道したが、実名で報道した社も

35 社で、対応が真っ二つに割れてしまった。たとえば、『朝日新聞』『毎日新聞』『読売新聞』の

全国紙 3 社の場合は、匿名で報道したのは『朝日新聞』だけだった。その『朝日新聞』でさえも、

犯人の少年の住所と通っていた高校名が掲載されていた。『毎日新聞』と『読売新聞』は、実名と

1… 東京都江戸川区の東京都立小松川高等学校に通う女子生徒が、同高校の屋上おいて腐乱死体で発見された殺人事件で、新聞
社や警察署に同女子生徒を殺害したという男から、犯行声明のような電話が来たり、犯人から被害者宅や警察に遺品が郵送さ
れたりしたため注目を集める事件となった。しかし、逮捕された犯人は同じ高校へ通う男子生徒の少年であったため、報道機
関は難しい対応を迫られることとなり、少年法 61 条の扱いに関して大きな影響を与える事件となった。
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ともに写真や住所を掲載し、通っていた高校名も載せている。さらに『毎日新聞』は、本人の写

真ばかりでなく、家族の写真まで掲載している。

たった 1 社でも実名報道をしてしまえば、他社の匿名報道の意味は減殺されてしまう。それが

まして法律の明文規定を無意味にしてしまうものであれば、報道機関の信頼にも関わる。現にこ

の時「法務当局が、61 条が無視されるようでは罰則を設けて取り締まることも考えざるをえない

とほのめか 2」した。旧少年法は、罰則規定を置いていたことから、日本新聞協会は、このような

状況が、少年法 61 条に罰則規定を設ける口実となることを恐れた。そこで、法務省人権擁護局長

主催の法務省・最高裁判所家庭局・新聞社側との座談会、日本新聞協会主催の各社社会部長を含

めた法制研究会、全国新聞編集責任者懇談会等で、少年法 61 条問題を論議することとなった。

こうした論議の中で浮き彫りになった少年犯罪を実名で報道する論理は、主に四つのものがあ

る 3。

第 1 に、事件の特異性を根拠としたものである。つまり、多くの人々の注目を集めるような、

ニューズ・バリューの非常に高い事件は、詳細を報道するべきではないか、という事である。小

松川事件の場合は、最近の言葉を使えば「劇場型犯罪」であった。犯人が新聞社や警察に電話を

かけたり手紙を出したりしたことによって、世間からは極めて高い関心が集まった。このような

推理小説的な興味や異常性が絡んだ凶悪犯罪の場合には、世間の人々は犯人個人に対して非常に

高い関心を持つ。そのため、犯人個人の情報はこのような犯罪の報道において必須のものであり、

犯人の実名はその中心をなすものである。そのため、少年法 61 条の対象外としてもいいのではな

いか、という事である。

第 2 に、地域社会においては、犯人は推知されてしまうという、匿名報道の限界を根拠とした

ものである。つまり、いくら本人を推知できないように報道したところで、警察が逮捕しに来た

りすれば、犯人はわかってしまう。なまじ隠したりすると、憶測が飛び交い、場合によっては関

係ない人物が疑われることにもつながり、魔女狩りのような状況になりかねない、という事である。

小松川事件の場合、逮捕の時点では犯人の居住する地域では周知の事実となっていた。そのよう

な状況で匿名報道をしたところで意味がない、という事である。

第 3 に、犯罪発生の予防を根拠としたものである。つまり、どのような環境で生まれ育った人

物が、どのような理由によって、どのように犯罪に至ったか、という犯罪のバックグラウンドを

報道することが同様の犯罪の予防につながる、という事である。小松川事件の場合、犯人は所謂

「マイノリティ」に属しており、その点にかなり注目が集まった。事件の背景として、犯人の人と

なりが関わってくる場合、それを伝える事が次なる悲劇の予防になる、という事である。

第 4 に、事件の凶悪さを根拠としたものである。つまり、凶悪な犯行を犯せば、犯人は少年で

あっても家庭裁判所から、刑事処分が相当として検察官に送致され、少年法上の保護処分ではな

くなる。つまり少年法 61 条は関係なくなるのだから、そもそも匿名報道にする理由がない、とい

う事である。小松川事件の場合、実際に犯人は死刑になってしまった。死刑になるような凶悪犯

罪の犯人である場合、将来の更生などありえないわけだから、少年法 61 条に従って報道する意味

がない、という事である。

2… 日本新聞協会編集部『取材と報道― 新聞編集の基準〔改訂 2 版〕』日本新聞協会、1990 年、32 頁。
3… 小松川事件に端を発した論議に関しては、前田雄二「少年犯罪者の氏名写真の扱い」『新聞研究』91、1959 年、4-9 頁参照。
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ただし、日本新聞協会は、この時論議された結果をまとめ、以上のような意見は出たものの、

結論としては、氏名を掲載するべきではなかったとし、1958（昭和 33）年 12 月に以下のような方

針を決めた。

新聞協会の少年法第 61 条の扱いの方針

少年法第 61 条は、未成熟な少年を保護し、その将来の更生を可能にするためのものであ

るから、新聞は少年たちの“親”の立場に立って、法の精神を実せんすべきである。罰則

がつけられていないのは、新聞の自主的規制に待とうとの趣旨によるものなので、新聞

はいっそう社会的責任を痛感しなければならない。すなわち、20 歳未満の非行少年の氏

名、写真などは、紙面に掲載すべきではない。ただし

1.…逃走中で、放火、殺人など凶悪な累犯が明白に予想される場合

2.…指名手配中の犯人捜査に協力する場合

など、少年保護よりも社会的利益の擁護が強く優先する特殊な場合については、氏名、

写真の掲載を認める除外例とするよう当局に要望し、かつこれを新聞界の慣行として確

立したい。

この「少年法第 61 条の扱いの方針」は、その後何の修正も加えられることなく今日に至ってい

る。日本新聞協会は、全ての報道機関が加盟しているわけではない。しかし、この方針は、放送

キー局と準キー局を含む主要新聞社加盟団体の公式発表という形式をとったものである。この方

針が、日本の報道機関に対して大きな意味を持つことは間違いない。しかし、そのような大原則

があるにも関わらず、この 1958 年から現在に至るまで、少年法 61 条に関係する報道上の問題が

起きなかったかと言えば、むしろその逆である。これまでに、何らかの問題が指摘された少年犯

罪報道は、数え切れないほど存在するのである 4。

その理由は、憲法 21 条との関係を問題視する考え方が、報道機関や研究者の間に存在するから

である 5。例えば、警察や裁判所が少年犯罪に関して守秘義務を持つということならば、そうした

機関から入手した情報は、規制されるかもしれない。しかし独自に入手した情報を公表するかし

ないかまでに規制が及ぶとすれば、表現の自由に反しはしないか、という事である。または、刑

法 230 条の 2 等で、犯罪報道には公益性があると認められている。そうであれば犯罪者が少年で

あっても同様なはずである。犯罪者が未成年という理由だけで報道を規制してしまうのは、違憲

ではないのか、という事である。何よりも日本新聞協会自体が少年法 61 条の扱いの方針の中に、

4… 小松川事件によって統一されたかにみえた少年法 61 条の扱い方であったが、すぐにまた問題が起こった。1960（昭和 35）年に
は、NHK によって全国中継されていた自民、社会、民社 3 党首演説会において、浅沼稲次郎社会党委員長が 17 歳の右翼少年
に刺殺されるという浅沼事件が起き、1961（昭和 36）年には、天皇一家が処刑される場面がある小説『風流夢譚』を掲載した
中央公論社の嶋中社長邸に、右翼少年が忍び込み家人等を殺傷した嶋中事件が起きた。両事件でも結局報道各社の扱いは実
名匿名で分かれてしまった。1970 年代には比較的大きな問題はなかったが、1988（昭和 63）年には乗用車に乗っていた男女
が暴走族グループの少年等に襲われた名古屋アベック殺人事件、有名漫才師の未成年の息子が酒に酔ってタクシー運転手に暴
行し重傷を負わせた事件等が起き、翌 1989（平成元）年には、女子高生コンクリート詰め殺人事件（詳細は後述）が起きる等、
再び報道の仕方が問題となる事件が続いた。その後も神戸連続児童殺傷事件の報道や光市母子殺人事件に関する著書等が問
題となっている。そうした事件が起こる度に、実名報道か匿名報道かの議論は起こったが、61 条の扱い方の根本的な見直しが
行われることはなかった。

5… 田島泰彦・新倉修編『少年事件報道と法 ― 表現の自由と少年の人権』日本評論社、1999 年、および松井茂記『少年事件の
実名報道は許されないのか［少年法と表現の自由］』日本評論社、2000 年参照。
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例外を設けてしまっており、表現の自由との関係に問題があると思っているようにみえる。

いずれにせよ、少年法 61 条は問題を抱えたまま現在に至っているのである。

2.… 成長発達権
少年犯罪の実名報道を否定する見解として、少年法 61 条が、憲法 13 条の幸福追求権を根拠と

して保障される基本的人権の一つである「成長発達権」を守るための規定である、とする解釈が

ある 6。

例えば、「長良川リンチ殺人事件報道訴訟」の第 2 審 7 では、次のように主張されている。

（一）少年に関する犯罪報道等において実名で報道されないという少年法 61 条により保

護されている法的利益、すなわち、少年の名誉、プライバシー等の人格権は、憲法 13 条

に定める個人の尊厳と人格の尊重の原理に基づくものである。……中略……

（二）さらに、罪を問われる少年については、成長の途上にあって可塑性に富み、教育可

能性が大きいために、個別的処遇によって、その人間的成長を保障しようとする理念（少

年法 1 条「健全育成の理念」）のもとに、将来の更生を援助促進するため、社会の偏見、

差別から保護し（少年審判の非公開、非公表原則）、その名誉やプライバシーを特に手厚

く保護される権利が認められている。……中略……

（三）……少年のプライバシーに関する権利は、基本的人権の一つとして、わが国を含め

た国際規範において、既に確立された権利である。

　少年法 61 条も、右の国際規範に沿うものであり、少年法 1 条の健全育成とそのため

の個別処遇の基本理念に基づき少年の更生、人格の成長の権利を保障するため、その名

誉やプライバシーに関する権利を保障する目的のもとに規定されているのである。すな

わち、少年には、名誉やプライバシーを特に保護される権利が認められているのであり、

その基本的人権を保障する一環として、その権利を守る目的で少年法 61 条の規定が存在

するのである。

（四）右のような少年法 61 条の規定の目的に照らせば、同条に違反する報道記事は、公

益目的及び真実性が証明されただけでは違法性が阻却されず、免責されるためには、少

年のプライバシー等の権利を守る利益よりも明らかに優先する社会的利益があるという

特別の事情が存在することが必要である。

つまり、この主張は、まず少年法 61 条の規定の根拠が、憲法 13 条に規定されている少年の人

6… 子どもの人権と少年法に関する特別委員会・子どもの権利に関する委員会編『少年事件報道と子どもの成長発達権 ― 少年の
実名・推知報道を考える』現代人文社、2002 年参照。

7… 名古屋高判平 12・6・29（判時 1736 号 35 頁）。
… 長良川リンチ殺人事件とは、1994（平成 6）年に大阪、愛知、岐阜の三府県で発生した少年のグループによるリンチ殺人事件の

中の一つで、この一連の事件の主犯格三人が長良川の河川敷で、二人の男性を鉄パイプなどで執拗に暴行した上で殺害した事
件である。この事件の裁判が名古屋地方裁判所で係属中に、1997（平成 9）年 7 月 31 日発売の『週刊文春』は、この裁判の
被告等について、仮名を用いて、法廷の様子、犯行の態様、経歴や交友関係等を記載した。長良川リンチ殺人事件報道訴訟は、
殺人、強盗殺人、死体遺棄等の四つの事件で起訴された主犯格三人のうちの一人が、『週刊文春』を相手取って、少年法 61 条
の禁止する推知報道にあたる記事によって、名誉を毀損され、プライバシーを侵害されたとして提起した訴訟である。
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格権である、とする。その理由として、少年法はその 1 条で「この法律は、少年の健全な育成を

期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少

年及び少年の福祉を害する成人の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする」とし

ており、少年の健全な育成のために、可塑性と教育可能性に富んだ少年を個別処遇により、成長

発達させることを保障している、とする。そのためには、罪に問われている少年に対しては、そ

の将来の更生の援助促進を目的として、社会の偏見等から保護するため、特に手厚く保護される

権利が認められている、という事である。それを具体的に規定したものが少年法の 61 条であるか

ら、この規定は基本的人権を守るためのものである。それゆえ、ただ単に表現の自由を理由に侵

害することは許されず、少年の人格権に優先する何か特別な法益が存在することを証明する必要

がある、という事である。

この主張を受けて、第 2 審判決でも少年法 61 条を以下のように位置づけている。

……過ちを犯した少年が、自己の非行を反省し、他の者の人権及び基本的自由を尊重す

る規範意識を涵養するため、更生の道を進み、社会復帰を果たすことは、このような権

利の具体的行使であるとともにその責務であるが、大人（成年者）及び社会には、少年

が非行を克服し、社会に復帰し及び社会において建設的な役割を担うことが促進される

ようにするため、環境の整備を初めとする適切な援助をすることが期待、要請されてい

るのである。

（3）少年事件の加害者を特定する犯罪報道が、それによる社会的偏見により少年のそ

の後における更生の妨げとなること（ラベリングの弊害）は見やすい道理であるから、

……報道が少年の地域社会での更生の妨げになるラベリングの弊害を避けるよう努める

べきは当然であり、そこで、少年法 61 条は、実名（実名が表示されていなくても、報道

内容等から人物を特定できる場合を含む。）等の推知報道を禁止したものと考えるべきで

ある。

（4）少年法 61 条は、右のような理解の下に、報道の規制により、成長発達過程にあり、

健全に成長するためにより配慮した取扱いを受けるという基本的人権を保護し、併せて、

少年の名誉権、プライバシーの権利の保護を図っているものと解するのが相当である。

つまり、先の主張を肯定し、過ちを犯した少年に対しては、積極的に社会復帰のための支援を

する責務が、大人達に求められる、とするのである。そうであるとするならば、犯罪報道が、社

会的偏見を広めて、過ちを犯した少年の社会復帰を妨げることは、明白なことだから、少年法

61 条が、その対策のために置かれていると考えるべきである、と解釈するのである。そうすると、

過ちを犯した成長発達過程にある少年に対して、報道を規制することにより、健全な成長に、よ

り配慮した取扱いを受けるという少年の基本的人権を保護する必要がある、とする。そしてその

ために少年法 61 条はある、とするのである。

以上のような少年の基本的人権が「成長発達権」の具体的な内容であり、少年法 61 条の位置づ

けである。
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しかし「成長発達権」に否定的な解釈も存在する。「堺通り魔殺人事件名誉毀損訴訟」の第 2 審 8

では、以下のように判断している。

……少年法 61 条が、新聞紙その他の出版物の発行者に対して実名報道等を禁じているこ

とによって、その報道の対象となる当該少年については社会生活上特別保護されるべき

事情がある場合に当たることになるといえるにしても、そもそも同条は、右のとおり公

益目的や刑事政策的配慮に根拠を置く規定なのであるから、同条が少年時に罪を犯した

少年に対し実名で報道されない権利を付与していると解することはできないし、仮に実

名で報道されない権利を付与しているものと解する余地があるとしても、少年法がその

違反者に対して何らの罰則も規定していないことにもかんがみると、表現の自由との関

係において、同条が当然に優先するものと解することもできない。

つまり「成長発達権」というような基本的人権が少年に保障されているということに否定的で

あり、もしそのような権利が保障されているとしても、当然のように、表現の自由を理由に侵害

することは許されず、少年の人格権に優先する何か特別な法益が存在することを証明する必要が

ある、という事にはならない、としているのである。それどころか、この判決では、61 条に罰則

規定がないことを考えれば、むしろ、表現の自由を規制してまでも少年の人格権を優先しなけれ

ばならない特別な法益の方こそ証明されるべき、という事になる。

少年の健全な育成は、社会にとっても必要なことであるから、「成長発達権」の考え方には評価

すべき点も少なくない。しかし「成長発達権」を基本的人権の一つと考えるとなると、その根拠

が憲法のどの規定であるかが問題になる。例えば憲法 13 条の幸福追求権を根拠とするならば、少

年は、公共の福祉に反しない限り、個人として自由に成長する権利を持つ、という事になる。し

かしそうなると、自由権的基本権という事になり、少年法の理念と矛盾することになる。少年法

の「健全な育成」は、教育基本法等と通じる国の政策に沿ったものであって、他人の迷惑になら

ない限り放っておいて勝手に成長させる、というようなものではない。また、憲法 25 条の生存権

や 26 条の教育を受ける権利を根拠とする、という事も考えられる。しかしこの場合は、社会権的

基本権という事になり、少年は少年法上の保護処分を請求する権利がある、という事になる。す

ると少年は、どのような凶悪な罪を犯そうとも、保護処分を請求できることになり、「死刑、懲役

又は禁錮にあたる罪の事件について、調査の結果、その罪責及び情状に照らして刑事処分を相当

と認めるときは、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなけ

ればならない」という少年法 20 条 1 項の規定が、違憲となりかねず、この場合も少年法と矛盾す

る。

少年法 61 条は、少年法の理念に基づいて、罪に問われた少年の更生の障害となる少年犯罪報道

8… 大阪高判平 12・2・29（判時 1710 号 121 頁）。
… 堺通り魔殺人事件とは、1998（平成 10）年 1 月、大阪府堺市の路上で上半身裸になった当時 19 歳の無職男性が、女子高校生

や路上で幼稚園の送迎バスを待っていた女児と母親の背中を刺し、女児は死亡、女子高生と母親は重傷を負った事件で、男性
は堺南署に現行犯逮捕された。男性はシンナー中毒で、事件当日も吸引して幻覚状態に陥っていた。同年 2 月 18 日発売の『新
潮 45』3 月号は、少年の生い立ちから犯行に至る経緯、家族関係に加え、中学校卒業時の顔写真並びに実名を掲載した。堺
通り魔殺人事件名誉毀損訴訟は、少年側が、同誌を発行した新潮社、同誌編集長、記事執筆者に対して、プライバシー権、氏
名肖像権、名誉権等の人格権ないし実名で報道されない権利の侵害で提起した訴訟である。
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を規制しようとするものである。その目的自体は、必ずしも否定されるべきものではない。しか

し、憲法を根拠に、少年法 61 条を「成長発達権」という基本的人権の保障のための規定とする法

解釈は、憲法 21 条によって、その意義を失わされないようにしようという意図から出てきたもの

である。国の政策に沿って少年に「健全な育成」をさせようとする法律に、他人の迷惑にならな

い限り自由にして良い、という自由権的基本権を根拠とした解釈を加えるのは無理がある。また、

少年法上の保護処分を社会権的基本権としてしまうと、凶悪な犯罪者であっても、少年であれば

保護処分が請求できることになってしまう。どちらの解釈も、かえって少年法と矛盾してしまう、

という問題を抱えているのである。

3.…「共通善」の倫理学
「成長発達権」の考え方は、倫理規定である少年法 61 条の基盤を権利に置こう、という考え方

である。つまり「権利の倫理学」の考え方である。ジャーナリズム倫理学において、そのような

権利を中心とした倫理学に批判的なのが、クリスチャンズ 9 である。

クリスチャンズによれば、個人の権利の政治学においては、公正に自らの達成目標を追求する

ことができる過程が、「共通善」の概念を上回る優先権を持つ。そのような優先権は、我々個々人

のアイデンティティが、歴史や文化から分離して確立されうる、ということを前提としてのみ認

められうる。しかし、我々人間のアイデンティティは、善の社会的な概念の中で構築されるのだ

から、我々は個人の権利を政治的秩序の礎石にはできない 10。このように、クリスチャンズはコ

ミュニタリアンの立場から、公正としての正義に基づく個人の権利が、「共通善」に優先すること

を否定する。なぜならば、クリスチャンズによれば、個々の人間のアイデンティティというもの

は、自らを取り巻く歴史や文化等の中から、確立されていくものであるが、「共通善」もまた歴史

や文化等の中で確立していくものである。要するに、個々人のアイデンティティの確立よりも先に、

個々人の権利が確立するということは考えられないから、個人の権利が「共通善」に優先すると

いうことは考えられない、ということである。

クリスチャンズは、ジョン・ロールズが『正義論 11』… で主張したような、社会制度における、個

人的な選好から完全に分離した、平等な自由の権利のための制約としての正義を否定する。ロー

ルズによれば、自我が達成目標を選択するのであって、あらかじめ達成目標が設定されているの

ではなく、まず自我が存在し、その自我が数多くのものの中から目的を選択するのであるが、ク

リスチャンズは逆である。我々のアイデンティティというものは、どこからともなく降って湧い

てくるものではない。各自が生まれたコミュニティにおいて形成されるのである。そして、その

コミュニティには、独自の歴史や文化がある。我々は、自らが生まれ育ったコミュニティの歴史

9… 言うまでもなく、コミュニタリアンの立場から、権利を中心としたリベラリズムを批判している者としては、今日では、まずマイ
ケル・J・サンデルがあげられるだろう。Sandel,…Michael…J.（1998）,…Liberalism and the Limits of Justice.…Second Edition,…
Cambridge:…Cambridge…University…Press…参照。しかし本論では、ジャーナリズム倫理学の世界的権威で、コミュニタリアン
の立場を取る、クリスチャンズの考え方を中心に考察する。管見によれば、プライバシー侵害等が関わる犯罪報道等と表現の自
由の問題を法学ではなく倫理学の対象とするべき、という立場をとる数少ない研究者だからである。

10…Christians,…Clifford（2006）,…“The…Case…for…Communitarian…Ethics,” in…Land,…Mitchell…&…Hornaday,…Bill…W.（eds.）（2006）,…
Contemporary Media Ethics,…Spokane:…Marquette…Books,…pp.…61-62.

11…Rawls,…John（1971=2010）,…A Theory of Justice, Cambridge:…Harvard…University…Press.…邦訳：ジョン・ロールズ（川本隆史・
福間聡・神島裕子訳）『正義論…改訂版』紀伊國屋書店、2010 年。
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や文化を前提としたアイデンティティを確立する。自我が、このコミュニティを前提としたアイ

デンティティと切り離されることはない。一方、ロールズが達成目標と位置づけるような善も、

コミュニティの歴史や文化を前提として形作られる。したがって、自我と達成目標としての善は

不可分のもの、とするのである。

クリスチャンズは、何が保護すべき価値であるかは、人間のアイデンティティや利害といった

ものの枠組みとなる、特定の社会状況の中でのみ確かめることができる、と考える。クリスチャ

ンズによれば、我々の個性は、どこからともなく形づくられるのではない。我々は、価値や意味

が前提とされ、それらの交渉が行われる、社会文化的な世界の中に生まれるのである。社会シス

テムとしてのコミュニティは、その居住者よりも先から存在し、その居住者が去った後も持続す

る。それゆえ、道徳的に適切な行為はコミュニティに向けたものである。もし我々の自由が他者

の繁栄の助けとなっていなかったならば、我々自身の福祉は否定されるのである。我々の達成感

とは、決して孤立して到達できるものではなく、人間の結びつきを通じてのみ到達できるもので

ある、と彼は考えるのである 12。

このようなコミュニタリアンの世界観は、集団主義や全体主義とみられがちであるが、クリス

チャンズによれば、コミュニタリアニズムの基盤は相互関係である。クリスチャンズのいう相互

関係とは、自己のためばかりでなく、自己が存在するために他者の価値をも容認するもので、自

己実現の追求を目的とする個々人の社会契約とは質を異にする。社会における関係の中において

個人を捉えるのであって、焦点となるのは個々人でもなければ、コミュニティでもなく、コミュ

ニティにおける個人間の相互関係である 13。

クリスチャンズによれば、我々が、価値や意味が前提とされ、それらの交渉が行われる、社会

文化的な世界の中に生まれる以上、自我と善は不可分のものである。個々人に自由で平等な権利

を保証するだけでは、価値としての善の衝突を避けることはできない。そこで「共通善」の追求

が必要となる。つまり、コミュニタリアニズムの倫理学は、「共通善」の倫理学と位置づけること

ができるのである。

4.	 少年犯罪報道と「共通善」の倫理学

クリスチャンズの「共通善」の倫理学という視点からみた場合、少年犯罪報道は法解釈的な「権

利」の問題として考えるのではなく、倫理学的な善の問題として考えるべき、という事になる。

その理由として以下の 3 点が考えられる。

第 1 に、犯罪報道が「公共の利害」に関わるかどうかの判断は、「共通善」を基準として倫理学

的に判断されるべきであるということである。

刑法 230 条の 2 の 2 項で「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公

共の利害に関する事実とみなす」とされており、犯罪報道が人格権侵害等を免責される理由は、

それが「公共の利害」に関わるものだから、とされている。このように、日本の基本的人権に関

12…Christians,…Clifford（2006）,…op.cit.,…p.…62.
13…Christians,…Clifford…G.,…Ferré,…John…P.…&…Fackler,…P.…Mark（1993）,…Good News: Social Ethics & the Press, New…York:…

Oxford…University…Press,…p.…73.
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わる規定には、「公共の利害」や「公共の福祉」という文言が、その侵害等の基準として使われて

いる。

そうした基準の基本となっている規定が、憲法 12 条の「この憲法が国民に保障する自由及び権

利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用し

てはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う」という規定であ

る。この規定の「公共の福祉」は“Public… Welfare”と英訳される。しかし、この日本国憲法の所謂

マッカーサー草案では、12 条にあたる規定である同草案 11 条で「この憲法の宣明する自由、権利、

および機会は、国民の不断の警戒によって保持されるとともに、国民の側においてもその濫用を

防止し、常に公共の福祉のためにこれを利用する義務を抱合するものである 14」と規定されていた。

現行憲法と同様に「公共の福祉」という文言が使われている。しかし原語は、“Common…Good”す

なわち「共通善」となっている。日本国憲法の「公共の福祉」は元をたどれば、「共通善」と同義

だったのである。つまりある犯罪報道が「公共の利害」に関わるかどうかの判断は、「権利」が基

準になるのではなく「共通善」が基準になるということであり、法解釈的な検討ではなく、倫理

学的な検討が必要となる、という事である。

第 2 に、「成長発達権」につながる少年法の理念の「少年の健全な育成」とは何かを考える場合、

やはり中心となるのは「共通善」を基準とした倫理学的な検討ではないか、という事である。

既述の通り、少年法は、その基本的な目的を「少年の健全な育成」とする。しかし少年法は、1

条以外に法の目的等の記述がない。そこで、なぜ「少年の健全な育成」を目的にするのかの意

味を考える上では、類似した規定も参照する必要がある。児童福祉法 1 条 1 項は、「すべて国民

は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない」としてお

り、さらに 2 条は、「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに

育成する責任を負う」としている。これをうけて 3 条は、「前二条に規定するところは、児童の福

祉を保障するための原理であ」ると規定している。少年法の「健全な育成」も、児童福祉法の「健

やかに育成」も、同義であろうから、少年の「健全な育成」とは、少年の「福祉を保障するため

の原理」である、と考えられる。ではなぜ少年の「健全な育成」によって、少年の「福祉」を目

指さなければならないのか。

教育基本法 1 条は、「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者とし

て必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない」と規定し

ている。教育基本法の「心身ともに健康な国民の育成」と少年法の「健全な育成」は同義であろ

う。教育基本法は、「平和で民主的な国家及び社会の形成者」と「心身ともに健康な国民」を同等

に扱っている。その点を考え合わせると、少年法の「健全な育成」による「福祉」とは、ある一

人の少年の幸福という意味ではない。「公共の福祉」と両立するような幸福であると考えるべきで

ある。少年の非行は、このような「福祉」が損なわれる原因となるから、少年法上の保護処分が

必要なのである。つまり、保護処分によって保護される少年の利益とは、社会的な利益と両立す

14…マッカーサー草案の 11 条の原文は以下の通りである。
… Article…XI.
… The…freedoms,…rights…and…opportunities…enunciated…by…this…Constitution…are…maintained…by…the…eternal…vigilance…of…the…

people…and…involve…an…obligation…on…the…part…of…the…people…to…prevent…their…abuse…and…to…employ…them…always…for…the…
common…good.

… 邦訳：渡邊銕藏訳『占領軍総司令官マッカーサー元帥の英文日本国憲法原案』1950 年、9 頁。
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る利益という事であって、「成長発達権」というような個人の「権利」として考えるべきものでは

なく、「共通善」として捉えられるべきものである。

つまり「少年の健全な育成」とは何かの判断は、「権利」が基準になるのではなく「共通善」が

基準になるということであり、法解釈的な検討ではなく、倫理学的な検討が必要となる、という

事である。

第 3 に、表現の自由と少年法の理念が対立する事例自体が、「共通善」を基準とした倫理学的な

検討を必要とする事例ではないのか、という事である。

憲法 21 条は、表現の自由を保障している。それに対して少年法 61 条は、少年犯罪の容疑者等

を推知することができるような報道を禁止している。憲法で表現の自由を保障している以上、少

年法 61 条で報道が規制されるのは、かなり例外的な場合となるはずである。61 条に罰則がないこ

とからみても、そのことは明白である。しかし、少年法の理念から考えた時、たとえ憲法解釈上は、

表現の自由が優先されるとしても、報道を差し控えるべき時はあるように思われる。例えば、社

会的に注目を集めた事件の犯人であっても、まだ十分に更生の余地があると判断された場合、そ

こで必要な観点は、表現の自由と少年法の理念とどちらが優越するかとか、その事件にどれだけ

ニューズとしての訴求力があるのか、というような点だけで良いのだろうか。該当する少年の更

生を考えることがどれだけ「共通善」にかなうか、というような点も必要なのではないだろうか。

表現の自由や知る権利は我々にとって多くの場合善であろう。しかし、おそらく社会的な利益と

しての少年保護というものも善である。だとすれば、どちらがどのような場合に優越し、「共通善」

となるのかを考える必要があるのではないだろうか。つまり、そもそも表現の自由と少年犯罪報

道という問題は、「権利」や法解釈の問題ではなく、「共通善」を中心とした倫理学的な問題なの

ではないか、という事である 15。

おわりに

少年法の理念は、「少年の健全な育成」である。その理念に沿って、少年法 61 条は「家庭裁判

所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、……当

該事件の本人であることを推知することができるような」報道を禁止している。しかし憲法 21 条

の表現の自由を尊重する趣旨から、罰則規定がないため、少年法 61 条は倫理規定となっている。

そのため、実際に少年犯罪報道を実名にするか匿名にするか等の判断は、報道機関の自主性に

任せられている。そこで非常に凶悪であったり、世間の注目を集めたりする少年犯罪が起こると、

なぜ報道するかの理由が不明確になり、周囲の雰囲気に左右されてしまう場合が出てくる。少年

法の理念を重要視する立場を取ると、このような状況は望ましいものではない。

そこで、表現の自由という基本的人権に対抗できる法的概念としての「成長発達権」、すなわち

名古屋高等裁判所によれば「罪を問われた少年については、個別的処遇によって、その人間的成

長を保障しようとする理念（少年法 1 条「健全育成の理念」）のもとに、将来の更生を援助促進

するため、社会の偏見、差別から保護し、さらに、環境の不十分性やその他の条件の不充足等か

15…当然ジャーナリズムの現場に対応するような、より具体的な「共通善」の判断基準が必要となるが、そうしたものを確立するため
には、詳細な事例研究の積み重ねが必要である。稿を改めて検討したいと考えている。
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ら誤った失敗に陥った状況から抜け出すため、自己の問題状況を克服し、新たに成長発達の道を

進むことを保障し、さらに、少年が社会に復帰し及び社会において建設的な役割を担うことが促

進されるように配慮した方法により取り扱われる」権利というものが、主張されるようになった。

この権利は、過ちを犯した少年に対して積極的に社会復帰のための支援をする責務が大人達に求

められる、ということを前提とした権利である。そうであるとするならば、犯罪報道が、社会的

偏見を広めて過ちを犯した少年の社会復帰を妨げることは、明白なことだから、少年法 61 条がそ

の対策のために置かれていると考えるべきである、と解釈するのである。そうすると、成長発達

過程にある過ちを犯した少年に対して、報道の規制により、健全に成長するために、より配慮し

た取扱いを受けるという基本的人権を保護する必要があり、そのために少年法 61 条はある、とす

るのである。

しかし「成長発達権」を基本的人権とする法解釈は、少年法 61 条が少年犯罪報道を規制しても

憲法 21 条に反する違憲の規定、という事にならないように、憲法的根拠をもたせようという意図

から出てきた、という背景がある。当然のことながら、表現の自由を重視する立場からは異論が

唱えられる。

何よりも、「成長発達権」の考え方は、倫理規定である少年法 61 条の基盤を権利に置こうとい

う考え方である。換言すれば、「成長発達権」と「表現の自由」のどちらの基本的人権を優先させ

るのが善であるかを考える、「権利の倫理学」である。権利を中心とした倫理学に対しては、クリ

スチャンズのような批判的な考え方も存在する。

「成長発達権」は基本的人権にはなじまない。むしろ「共通善」の問題として考えるべきである。

少年の健全な育成とは「成長発達権」というような形で、個人が権利として要求するものではな

く、来るべき将来のコミュニティを担う存在を育成するという意味で、コミュニティの成員が「共

通善」として求めていくべきものではないだろうか。

そういう意味で、少年犯罪報道の問題は、法解釈的な問題ではなく、倫理学的な問題なのである。

故に報道に関係したものであるから、ジャーナリストの職業倫理の問題となるのである。

ジャーナリストは、少年犯罪報道の問題に関して、表現の自由対「成長発達権」という立場を

取るべきではない。また少年法の理念を実現するために、「成長発達権」という基本的人権によっ

て、個人の権利の請求という形式をとるのも、適切であるとは思えない。少年法の理念を考えれば、

ジャーナリストは、「共通善」を追求する立場から報道の仕方を判断すべきである。つまりジャー

ナリストは、「成長発達権」の考え方をよく理解した上で、それを表現の自由の対立概念として扱

うのではなく、双方とも「共通善」のためのものとして考え、どちらを優先した方が「共通善」

にかなうかを判断して、実名報道するか否かを決定し、場合によっては、その判断をコミュニティ
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の成員の熟議に委ねることが求められるのである 16。

また、以上のようなことが求められることこそが、ジャーナリストが専門知を必要とする専門

職と位置づけられる証拠と、言えるのではないだろうか。換言するならば、少年法 61 条という規

定の存在は、ジャーナリストが、「成長発達権」の考え方をよく理解した上で、表現の自由の対立

概念として扱うのではなく、双方とも「共通善」のためのものとして考え、どちらを優先した方

が「共通善」にかなうかを判断するための知識を必要とする専門職であるべき、ということを証

明している、と言えるのではないだろうか。

＊…本論は「科学研究費補助金…基盤研究（B）平成 25 年度～平成 27 年度…﹁新しい﹂ 専門職の職業倫理：理論と実践の架橋を目
指す領域横断型研究」の成果の一部である。

16…1989（平成元）年の女子高生コンクリート詰め殺人事件は、アルバイトから帰宅途中の女子高生が、起訴された四人の少年のう
ちの一人の自宅に 1 カ月余り監禁され、暴行を受けて死亡したが、四人はその死体をドラム缶にコンクリート詰めにして東京湾に
捨てた、というものである。当時、被害者が写真入りで報道されたにも関わらず、加害者の少年達は匿名報道だった点が批判
された。そのため、少年法のありかたを議論するべきとする気運は、必ずしも低くなかった。そうした中で、『週刊文春』は「野
獣に人権はない」として実名報道をした。しかし、その報道姿勢は、単に加害者の少年に社会的な制裁を加えようとしているか
のようなものでしかなく、少年法 61 条について根本的に論じようというものではなかった。『週刊文春』は自らの主張のために
表現の自由を行使したに過ぎず、「受託者」として読者をエンパワーしようという姿勢はみられなかった。「受託者」としての報
道があれば、もっと違った結果になっていたのではないかと、筆者は考えている。この事件は、61 条の根本的な問題点を議論
するきっかけになるべきものであった。ある問題が、有効な熟議になるかどうかは、ジャーナリストの姿勢が大きく関わってくる
のである。なお、ジャーナリストの行為規範としての「受託者」に関しては、拙著『ジャーナリズム倫理学試論 ―ジャーナリス
トの行為規範の研究』南窓社、2010 年参照。


