
 

 

 

日本記者クラブ 

記者ゼミ  

「ネット時代のマスメディア」第 16 回 

 

 

「ネット・法・倫理」 

 

宍戸常寿 

東京大学大学院法学政治学研究科教授 

 

2015 年 3 月 24 日 
 

 

 

 

 

 

 

 

○C 公益社団法人 日本記者クラブ  

 
 



2 
 

司会：津山昭英・特別企画委員 本日は、東

京大学の宍戸先生に「ネット・法・倫理」をテ

ーマに、ネット時代のジャーナリズムの法的、

倫理的課題についてお話しいただきます。 

【はじめに】 

宍戸常寿・東京大学大学院法学政治学研究科

教授 まず、「ネット時代のマスメディア」の

問題を考える上で、私が示唆的な裁判例だと最

近思った東京地裁判決（2013 年 11 月 21 日）

を紹介いたします。これは、ある新聞記事（2012

年 10 月）が不法行為に当たるかどうかが争わ

れた事案です。新聞社を訴えたのは詐欺などの

罪を犯した元受刑者の方ですが、その情報がネ

ット上に残っていました。新聞社はこの前科の

ある方に取材して、ネット中傷に関する記事を

掲載しました。いわば、「忘れられる権利」の

問題を先駆的に取り上げた記事です。もちろん

新聞記事は匿名で掲載しており、それを読んだ

本人も掲載直後は納得して問題視しておりま

せんでした。ところが、この記事がオンライン

で配信された後、インターネット上のユーザー

がここで書かれているのは誰かを、グーグル検

索などを使ってあっという間に調べ上げて、こ

の記事から本人が特定されてしまい、匿名掲示

板に投稿されるという、いわゆる二次被害が起

きてしまいました。そのため、元受刑者の方が

新聞社を訴えたという事件です。 

東京地裁判決は、元受刑者の方の請求を棄却

し、新聞社側が勝訴しました。裁判所は、匿名

の記事がオンラインで配信されたからといっ

て、一般人がそこから誰のことだということを

直ちに特定するのは不可能であるということ、

本人も取材時あるいは記事掲載直後は納得し

ていたということを理由に挙げました。結果的

にネット上の検索で、この匿名の人が誰かがわ

かってしまったけれども、しかしそうだからと

いって記事が違法になるものではない、マスメ

ディアは匿名の記事を書く場合に、通常要請さ

れる以上の配慮義務を負うものではない、と述

べたわけです。この判決は、その意味で、マス

メディアの表現の自由に配慮したものといえ

ます。 

しかし、私は、問題はむしろこの先から始ま

ると考えています。マスメディアの記者の注意

義務は、取材対象者を匿名にして記事を書けば

名誉毀損あるいはプライバシー侵害の問題は

起きなかった、ネットが普及する前の過去の時

代と、現在のこれだけインターネットが普及し

たネット社会と同じでいいのかどうか。これは、

法的に同じままでいいのだろうかという問い

と、仮に法的にはそのままであるとしても、ジ

ャーナリズムあるいは報道倫理の問題として

このままでいいのだろうかという問いの、二つ

の問いが含まれます。 

法的な問題はひとまずおいて、倫理的な問題

として考えても、注意義務を高めることは結局

ジャーナリズムに不可能を強いるものである、

ネット上で検索をかければ調べられてしまう、

そして匿名の記事が特定されてしまうことが

あったからといって、ジャーナリストは報道倫

理としても責任を負うものではない。このよう

に考えることは、一面においてジャーナリズム

あるいは報道・取材を救っているように見える

けれども、実はより根底的に報道・取材の特権

的な地位を掘り崩す危険があるのではないか

ということです。 

この問題提起を導入として、私が考えている

ことをお話しいたします。 

【ジャーナリズムと法】 

ジャーナリズムとは何かあまりはっきりと

しておりませんが、一般的に、事実を取材しそ

の事実を広く公共・国民に知らせる、そこでは

事実を客観的あるいは公正に報道するという、

客観報道・公正報道がジャーナリズムの核心で

あるという点については、それほど異論はない

ものと思われます。このようなジャーナリズム

に支えられたマスメディアの活動は、記者ある

いは報道機関の自由な表現活動というだけで

はなくて、我々の民主主義社会を活力のあるも

のとする、議会制民主主義を動かしていく、あ

るいは公共的な事柄について国民が議論しな

がら新しい問題を発見していき、意思を形成し

ていくという意味での公共的な活動を担って

いる、と一般的に考えられています。そして、

そのような法の外でのジャーナリズムの価値

を前提にした上で、法律の世界におけるジャー

ナリズムの規律に関する枠組みも形成されて

きました。 

例えば名誉毀損について、一般には摘示した

事実が真実でない場合には名誉毀損の法的責

任が成立するということになっていますが、刑

法 230 条の 2をさらに展開させる形で、確実な
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根拠に基づき、真実と誤信するに相当の理由が

あった場合には民事・刑事の責任を負わないと

いう法理が確立しています。そして、確実な根

拠に基づき誤信するに相当の理由があるとい

うことは、ありていに言えば、報道機関として

しっかりした裏づけ取材を行ったかどうかと

いうことであり、これは、ジャーナリズムの価

値を前提にしてそれに合わせてこの相当性の

法理がつくられているということを意味して

います。 

また、最高裁判例の上では必ずしも明確では

ありませんが、多くの下級審裁判例では、公人

の私的な行状の報道がプライバシー侵害では

ないかが問題になるときに、社会公共の正当な

関心事に当たるかどうかという観点から、不法

行為の成否が評価されていますが、これもジャ

ーナリズムの公共的な価値が前提にされてい

るわけです。一般に公権力との関係において、

報道の自由だけでなく、取材の自由も憲法上一

定の尊重を受けることを、博多駅フィルム事件

の最高裁決定が承認し、平成 18 年の最高裁決

定では、民事訴訟において取材源秘匿が承認さ

れています。沖縄の密約問題についてはいろい

ろ議論がありますが、西山記者事件で最高裁は、

正当な取材活動が刑法上の正当業務行為とし

て、国家公務員法上の秘密漏示の教唆の違法性

が阻却されることを正面から認め、そして先般

成立した特定秘密保護法の第 22 条においても、

この最高裁決定の基本的な考え方は法文とし

て明確化されています。個人情報保護法も、報

道は他の政治活動や学術活動と並んで、個人情

報取扱事業者としての義務規定の適用を受け

ないという適用除外条項を置いています。 

さらに、マスメディアの中でも放送について

は免許ないし認定という公的な規律の枠内に

もありながらも、放送番組の内容については原

則として公権力が介入できないよう、番組編集

の自律が放送法の明文で掲げられているのも、

我が国の法制全体が、報道の自由、取材の自由

が持っている公共的な価値を踏まえて、それを

できるだけ尊重するようにしてつくられてい

るということを表しているわけです。 

一般に表現の自由は、国民個人が持つ人権で

ある。そして人権というものは、全ての人が同

じ内容の自由、権利を享有するということが出

発点です。そして一般の個人が持っている普通

の表現の自由とは、自分が言いたいことを言い、

言いたくないことは言わない、恣意的あるいは

任意の自由です。これに対して、ジャーナリズ

ムの倫理を前提にしたマスメディアの表現の

自由は、一般の個人の自由とは性格を別にする

ものであり、むしろ、社会公共に奉仕するもの

です。とりわけ、表現の送り手と受け手が分離

していた 20 世紀後半の言論空間やメディア環

境において、一方的な情報の受け手である国民

の知る権利を質量ともに豊かに充足するため

に、いま挙げたような普通の国民個人が享有す

るのとは違う報道の自由・取材の自由が、ある

いはさまざまな法的な取り扱いが、マスメディ

アに認められてきたということになります。 

このことを、京都大学の曽我部真裕先生は、

「 情 報 漏 え い 社 会 の メ デ ィ ア と 法 」

（Journalism 2010 年 4 月号）という論文の中

で、「プロの法」と「アマの法」の区別として

表現しています。一般の国民が持っている表現

の自由は、アマチュアの法である。これに対し

て、いま見たような、我が国の法令・判例が認

めてきたマスメディアの特別な取り扱いを認

める法理は、マスメディアが客観報道、公正報

道といったジャーナリズムの価値に従って公

共的な役割を果たしていることに着目し、その

範囲において一般の国民よりも特権的な扱い

を認める、つまりプロフェッショナルであるこ

とに着目した法理だったと表現されています。

これは、これまでの我が国の法実務を説明する

上で、極めて適切な表現である、と私も思って

います。 

【インターネットの発展とジャーナリズムの動揺】 

問題は、こうした前提が、インターネットの

発展などによってどのように変わってくるか

ということです。ここではごく概括的に、私か

ら見える点をお話しするにとどまりますが、い

まの「プロの法」と「アマの法」の区別との関

係では、メディア環境の変容として次の二つの

点が大きいのではないかと思います。 

第一は、情報の受け手であった読者、放送の

場合は視聴者について、新聞を読む、表現媒体

に触れるなどの態度が能動化しており、自分で

取捨選択するという環境がインターネット社

会において整ってきていることです。昔であれ

ば、Ａ社からＢ社の新聞紙に切りかえるという

大きな形での選択の自由しかなかったものが、

ネット上ではより小さな一つ一つの記事レベ

ルにおいて取捨選択ができる、そのような能動

的な閲覧による知る権利の充足が可能になっ
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ています。これはまずは個々の読者・視聴者レ

ベルの現象ですが、表現の送り手から全体・マ

スとして見た場合には、読者・視聴者層は大体

こういうものだという従来の想定が通用しな

くなっている、読者・視聴者が非常に多様化し、

読者・視聴者層が断片化してきているというこ

とになります。かつてはテレビの録画を撮って

見るというタイムシフト視聴が問題になりま

したが、現在のネット上で番組を視聴するとい

った例を考えれば、こうした状況が進んでいる

ことは明らかです。 

このような、国民が情報を受け取るというこ

ととは逆に、オンライン上で個人を含むさまざ

まな主体が、直接世界大のネットワークシステ

ムに向かって表現を行う、情報を発信すること

ができるということが、メディア環境の変容の

もう一つの大きな特徴です。多くの新聞社の方

がお困りだと思いますが、ネットワーク上で配

信した新聞記事を、そのままマウスでクリック

して、コピー・ペーストすることは、デジタル

技術によって極めて容易です。それから、従来

の物を書くという作業では、一回パソコンなど

で文章を書いた後、それが人の目に触れるまで

には、紙にプリントアウトされ、場合によって

は自分以外の人のチェックが入って、不穏当な

表現を削られていました。しかし、インターネ

ットにおいては、表現が完結するまでの間が非

常に短く、多くのユーザーはそのような他者の

介在をあまり意識しません。したがって、自分

でもそんな表現しなければよかったと直後に

後悔するような内容も表現してしまうという

ことも起きます。 

その結果、非常に多様な表現問題のある表現

も含めて膨大な量の情報がインターネット上

にあふれています。このようなメディア環境の

変容が、ジャーナリズムの価値およびそれを前

提にしてきたマスメディアの法理との関係で

どのような帰結をもたらすだろうかというの

が、次の論点です。 

いまのような新しいメディア環境は、これま

で新聞、放送、雑誌が前提にしてきたメディア

環境とは異なるものであり、したがって、従来

のマスメディアのビジネスモデルとは合わな

い側面があります。恐竜はなぜ滅んだかといえ

ば、あまりに環境にうまく適応してきたために、

環境の変化にうまく対応できなかったからだ

と言われます。おそらく日本のマスメディアも、

これまでのメディア環境にぴったりフィット

する形で成長してきた分、新しい環境に対して、

例えば米国のジャーナリズムと比べると、対応

が後手に回っているという点は否めないので

はないかと思います。このことが、インターネ

ット先進国である米国のジャーナリズムに詳

しい論者から見ると、日本のマスメディアは遅

れているという批判を招く結果にもなってい

ます。 

しかし、これは時が経って、その経過の中で

マスメディアがサステイナブルである限りは、

いずれは解消される問題である、と私は思いま

す。むしろ、より本質的な問題は、客観報道・

公正報道といったジャーナリズムの倫理、マス

メディア自身が掲げてきて一般の国民から理

解を得られてきたものと、その現実との乖離が

ネット上で批判されるようになってきたこと

であります。いわゆる「マスゴミ批判」です。 

なぜそうなるのかについては、いろいろな理

由がありますが、私の非常に素朴な直感で申し

ますと、日本の記者クラブ加盟の各社は、社会

的には一流企業であり、いい就職先であり、そ

うであるがゆえに社会の中で定着した企業と

してリスクを打てる幅が、いまや狭くなってき

ているという側面があるように思います。社会

的に正当な活動と認識されてきたマスメディ

アにとって、社会の中で起きている事柄、公共

に向かっていく中で、伝え切れていない情報や

事象があるではないかということが、個人をは

じめとする多様な主体からネット上で指摘さ

れる、自分の周りにこういうことが起きている

のに、それをマスコミは報道していないではな

いか、というような形で出てくるという問題が

構造的に一つあるわけです。より大きな問題は、

インターネットの拡大に伴って読者・視聴者層

が断片化してきた、あるいは情報が多様になっ

てきたということを先ほど申し上げましたが、

こうした社会全体の価値観・情報の多様化・多

元化に対して、マスメディアの側が十分多様性

を拡大し切れていない。マスメディアとしては

いままでどおり一生懸命真面目に客観報道・公

正報道をされているつもりかもしれないけれ

ども、社会がより大きく広がっていっているの

に、それに追いついていないという点がありま

す。それを拡大した社会の側から見た場合には、

取り上げるべき情報を取り上げていない、隠し

ているという批判として、逆にマスメディアの

方々にとっては、極めてイデオローギッシュで

不当な批判と思われるような形で、跳ね返って

きているのでないかと見ております。 

もう一つ言えることとしては、先ほどの「プ
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ロの法」と「アマの法」という説明でいえば、

意味のある形で社会公共に対して影響力のあ

る形で表現ができる人はプロ、要するにマスメ

ディアに限られていました。そして、その影響

力の大きさに相応して、特別な権利と責任を考

えてきた法の仕組みの前提が揺らいできてい

ます。マスメディアと同等の、場合によっては

それよりも強い影響力をネット上で行使する、

公共空間での言論形成に影響力を行使するよ

うな有名なブロガーは、すでに何人もおられる

わけです。そうであるとすると、いままでの「プ

ロの法」と「アマの法」という二元的な表現の

自由の考え方は、もはや妥当しなくなるのでは

ないか。マスメディアだからといって特別な取

材の自由とか取材源秘匿を認めるべきではな

い、という方向性も考えられるわけです。 

問題は、このような認識がどちら側に向かう

かです。 

いまのような考え方から、マスメディア以外

の、例えばネットジャーナリストにも、あるい

は一般の国民も一定の手続きを踏めば、取材の

自由あるいは取材源秘匿権を認めるべきだと

いう、特別の責任と権利を拡大する方向でいく

のか、逆に、そもそも一般の国民について取材

行為は観念できない、そしてマスメディアも一

般国民と同じ表現の自由を持つべきである以

上、一般国民に取材の自由がないなら、マスメ

ディアにも取材の自由などは認めなくてもい

いというような、いままでのマスメディアの法

理から見ると、いわば切り下げの方向に向かう

のか。これは、表現の自由に対する社会的な認

識がどちらに向かうかによって、大きく左右さ

れることになるだろうと思われます。私自身は、

均質的な表現の自由の考え方は切り下げの方

向に、そして全体として見れば国民の知る権利

をかえって縮減する方向に向かうのではない

かと思っています。その意味では、二元的な「プ

ロの法」と「アマの法」という従来のマスメデ

ィアの法理は維持されるべきだろうと考えて

おります。しかしそれは、いままでの考え方が

そのまま維持されるということではなく、やは

りメディア環境の変容に応じて、一定の修正が

求められるだろうと思います。そしてそれは、

単に法理が修正されるというだけではなく、そ

の前提となっているマスメディアのあり方や

報道倫理が変わるから、それに応じて法理も変

わるということなのではないかと考えており

ます。 

【インターネット上の情報流通とマスメディアの役割】 

現在のネット空間、新たなメディア環境につ

いては、さまざまな問題点が指摘されています。

まず、情報の質の問題があります。ネット上の

情報が玉石混淆である、とんでもない間違った

情報があり得るということは、しばしば知られ

ているところです。それに加えて、非常に速い

速度で、世界中に情報が拡散されています。二

次コピー、三次コピーといった形であっという

間に情報が広がることには、当然ながらよい点

と悪い点の両方があります。 

それから、公共的な言論活動の価値は、自分

が言いたいから言うということを超えて、我々

が生きている社会を公共的なものとして活力

あるものとする、そもそも民主主義を機能させ

るということにあります。 

インターネット上の表現活動において、まさ

に自分は公共的な表現活動をしていると腹を

据えて、そういう観点から言論活動をされる方

はもちろんいるわけですが、みんながそうとは

限りません。むしろそのような公共的な責務を

負わないで、自分の言いたいことを言う媒体で

あることに、インターネット上の普通の国民、

いわばアマの個人の表現活動の意義もあるわ

けです。そうであり、かつ我々が現在のような

公共性を前提にした民主主義社会を維持して

いこうとするならば、マスメディアが従来と同

じく公共性を担うことが少なくとも当面の間

は期待され、また要求されるだろうと私は考え

ています。 

ただし、そこでのマスメディアの役割は、従

来のような一元的な情報収集・発信主体からは、

その相貌を大きく変えざるを得ません。一般の

国民にとって、インターネットが第一次的な情

報ソースとして、新聞・放送と同等あるいはそ

れ以上の情報源であるということは、もはや否

定できない事実です。そのことを正面から見定

めて、マスメディアの役割を考え直す必要があ

るだろうと思います。 

ここで重要なのは、マスメディアの方々は、

情報のプロであるという基本的な前提です。こ

の前提が揺らぐのであれば、「プロの法」と「ア

マの法」の区別は要らず、一元的で均質的な表

現の自由の法理で十分です。これに対して、マ

スメディアの方々が情報を取り扱うプロであ

るということから出発する限り、そこで期待さ

れる役割はインターネット上で急速なスピー
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ドで生成され拡散していく様々な情報のうち、

どれが正しく、どれが現実に対応していない誤

った情報であるのか、事実の真否を見極める。

次に、その情報の価値を評価し、この情報が公

共空間においてどういう意義があるのか、ほか

の情報や意見とどういう関係にあるものなの

かを整理する。そして広くみんなが見るべきも

のであるのか、そうではない専門的な事柄であ

るのか、あまり表に出てこない方がいいような

ものであるのかという取捨選択を、一般の利用

者にかわって、あるいは一般の利用者の判断を

補完する形で行う。こうした作業が、新しいメ

ディア環境においてマスメディアの役割とし

て期待されていることなのではないかと思い

ます。 

もちろん、マスメディアのより積極的な役割

もあります。ネット上の情報の流れは、いわば

お祭りが終わるまで一方向に向かってドーッ

と流れていくわけですが、それとは逆向きの流

れ、みんながこう言っているけれども、違う考

え方・情報もあるのではないかという流れをつ

くり出す、流れに抗することは、普通の国民で

はなかなかできないことです。これも、情報の

プロであるマスメディアに期待されるところ

だろうと思われます。 

現在、インターネット上でさまざまな事実が

拡散していますが、その多くは先ほど挙げた東

京地裁判決の事件からもわかるように、マスメ

ディアがリアルワールドで発信したのと同じ

情報をオンラインでも発信したものが源にな

っていて、それを多くの利用者が転載する、そ

れについて意見を言っていく、情報を付加して

いくという形で展開されています。リアルワー

ルドとネット上の空間の情報の流れについて、

ゲートキーパーとしてのマスメディアの役割

が昔は独占的だったのが、いまは独占的でなく

なったとみると、マスメディアの地位が非常に

下がったように感じられるかもしれませんが、

もともとインターネット上でみんなが情報を

発信できるという更地から考え直してみた場

合には、やはりかなりの部分はマスメディアが

取捨選択していると言えます。 

このように考えた場合に、新しいメディア環

境におけるジャーナリズムの条件とは何か。客

観報道・公正報道は当然でありますが、情報の

プロであるということは、ネット空間において

もプロであること、ネットで一般の国民と同程

度に、あるいはよりうまくネットを使える人で

もあるということが、出発点ではないかと思い

ます。インターネットとマスメディアの関係に

ついては、記者の方がツイッターを使って、そ

こで書いたことが不用意であって炎上すると

か、記者の方がネット上の情報をもとにして記

事を書いたら、実はそれは虚偽の情報であって

だまされたとかいう例が挙げられます。そこで、

ソーシャルメディアを記者の方が利用すると

きには、だまされないようにしようとか、情報

発信のときに炎上しないようにしろ、という話

にどうしてもなりがちなのですが、はたしてそ

れで十分なのだろうか。そもそも、「だまされ

ない」とか「炎上しない」というのは、マスメ

ディアがネットの外にいるというイメージで

す。そうではなくて、もともとネットリテラシ

ーが高いということが、今後のジャーナリズム

の要件として要求されるのではないかと思い

ます。これは記者個人だけではなくて、マスメ

ディアの組織全体がそういうような能力を持

つことが求められている。新聞を刷っている片

手間にネットを使うというのではなくて、業務

の中心的な一部としてネットをふだん使いし

ているということが、もはや不可避なのではな

いかと思われるところです。 

【報道倫理の見直し・改善の契機としての 

インターネット】  

先ほどいくつか申し上げた点とも重なりま

すが、こうしたインターネットの発展は、従来

のマスメディアの報道倫理の見直し、よりポジ

ティブな言い方をすれば、改善・改良の契機も

含んでいるだろうと私は思います。多くの国民

がみずからネット上の情報に能動的にアクセ

スできる、Ａ新聞、Ｂ新聞というふうに大きな

選択をするのではなくて、例えば首相の動静、

国会での討論、企業の不祥事などの社会的な事

象について、複数のメディアの記事を能動的に

比較して見るということは、もはや常態になっ

ています。少なくともリテラシーのある読者は

そうであるということを前提にした場合、情報

発信のプロとしてのマスメディアの報道倫理

は、これまでとはやはり変わった水準が求めら

れるし、そのように転換していくことがより望

ましいのではないかということを、二点申し上

げたいと思います。 

第一点目は、説明責任の確保です。例えば、

よく言われることですが、情報あるいは引用元

をしっかり明示することです。引用元を明示し
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ない慣行がある程度あったことは私も承知し

ています。しかし、いまでは調べようと思えば

一般の国民にも調べられてしまうわけですか

ら、むしろ正々堂々と、「何々新聞社の取材に

よれば」ということをはっきり書いたほうがい

いのではないかということです。 

また、後でも問題にしますが、取材に理解を

得ることとの関係では、それぞれのマスメディ

アが「我が社はこういう方針で取材・報道をし

ています」というポリシーをはっきりと示し、

それを一人ひとりの記者が、コンプライアンス

や外在的・他律的なものとして押しつけられる

のではなく、意識的に我がものとして行動して

いただくことが、重要だろうと思います。例え

ば、記者の方が取材先とトラブルになったとき

に、あの記者は何々新聞社の人間ではないか、

何々新聞社は連絡もよこさないじゃないか、と

いうことがネット上で書かれることはもはや

不可避です。むしろはっきりと、自分たちはこ

ういう方針で、社としてやっているということ

を明示する。それは、もちろん一元的である必

要はありません。我が社は記者の集合体であっ

て、全体としての法的な責任は社が負うが、記

者が一人ひとり自由にそれぞれの責任で取

材・報道しているので、そういうものとして、

記者と信頼関係ができた上で取材に応じてく

ださいということを明示してもよい。逆に、我

が社は全体として一体として行動しています、

だから我が社の名前を信頼して取材に応じ、記

事を見てくださいと言うのか、いずれにしても

はっきり明示することが重要ではないかと思

います。 

さらに、説明責任との関係では、およそ報道

は速報性を重視する限り、後から見たら結果的

に間違っていたということは当然生じます。し

かし、確実に正確であるということを重視して、

それまでは報道しないということも、社会にと

って望ましくないという価値判断があって、結

果的に誤っていてもその時点において真実ら

しいと思われたことについて報道する自由を

認めるというのが、名誉毀損に関する相当性の

法理の基本的な考え方です。そうであれば、裁

判になるならない以前の問題として、なぜ自分

たちはこの時点で正しいと思って報道したの

か、あるいはこの論点についてはなぜ報道しな

かったのかの理由を、後で説明を求められたと

きには説明できる体制を整えていることが望

ましいのではないかと思われます。実際の新聞

の編集、あるいは放送のニュース制作の現場を

私も拝見したことがありますし、最後は何分前

に新しいニュースが入ってきて現場がドタバ

タするということは、私も承知しています。し

かし、誰がどういう理由でどういう判断をした

のかを一定程度説明できることが、プロとして

の信頼を得ていく上で重要なのではないかと

いうことです。 

第二番目に、プロとしての情報発信の主体性

です。これまで申し上げたことの裏返しですが、

ただみんなが求めているからという理由で報

道しましたというのは、流れがあるときにその

流れを加速させたというだけですから、情報発

信あるいは情報の取り扱いのプロとしての特

別な報道倫理で書かれるわけでもなく、特別の

責任と権利を法的に認める必要もないわけで

す。もちろん、読者・視聴者の関心に応えるべ

きことは当然ですが、それはあくまで主体的な

判断であるべきです。「みんながこれを求めて

いたんだから、仕方がないでしょう」という言

い訳はよくないし、後の批判を免れないだろう

ということです。 

もう一つは、環境整備、あるいは賢い読者・

視聴者を育てるということにもつながります

が、速報性と真実性が一定程度トレードオフの

関係にあるということの承認、あるいは取材・

報道の意義について社会の理解を得るという

ことが、今後のマスメディアにおいては非常に

不可欠だろうと思います。昔は、当然のように

そうした理解があったと思いますが、いまのネ

ットの時代においては、いつかの段階で理解が

得られたから安心というものではなく、日々獲

得し維持することが求められているのだろう

と思います。 

例えば、最近、選挙報道絡みで耳にしたこと

ですが、取材過程が取材対象者によってネット

上で逆公開されてしまうという問題がありま

す。候補者からすると、大きなテレビ局、新聞

社が自分を密着取材しているということは、自

分が有力候補者であるとマスメディアがそう

思っているということの証しです。とりわけイ

ンターネット上での選挙運動ができるように

なったこととの関係で、記者がついてきている

ところを撮ってツイッターに上げるというこ

とが増えて、マスメディアが大変に困っている

と聞いています。その場合、取材の自由・報道

の自由はそういうものではない、自分たちが記

事にして見てもらうまでは自分たちが取材し

ているということ自体も公開しないでくれと

いうことが、いまの例で言うと候補者ですけれ
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ども、最終的な理解を得られるか。そもそも取

材に協力してもらえるかどうか自体も、相手方

や社会全体がどれほど取材・報道の意義を認識

し理解しているかという問題になるだろうと

思います。 

【いくつかの法的問題】 

ネット時代のマスメディアの法理について

は、さらにいくつかの問題が考えられますが、

ここでは大きく、事件報道と一般法への配慮の

二点を挙げたいと思います。 

第一の事件報道のあり方は、そもそも裁判員

制度の導入によって大きな変容を迫られてい

ます。それから、冒頭の裁判のように、実名報

道が一回されると、一定の期間が経って罪をあ

がなって社会復帰しても、その情報がデジタル

空間のどこかにずっと残り続け、前科として出

てくるという問題が起きます。そこから翻って、

マスメディアは実名報道が原則だと言うけれ

ども、本当にそうだろうかという批判が、ネッ

ト社会において彷彿と沸いてきているところ

です。実名報道原則が依って立つ価値は何なの

か。その価値との関係で、例えば微罪、痴漢等

について、本当に実名報道すべきなのか。実名

報道したとしても、それはあくまで逮捕時にお

ける真実として報道したものであるのだから、

それが後に無罪になった、あるいは不起訴処分

になったのであれば少なくとも実名報道した

プロとしての責任において、「あれは不起訴処

分になりました」ということぐらいはネット上

に情報提供すべきではないかという問題が出

てきます。ここで、「逮捕の時点が一番ニュー

スバリューが高いから、実名報道をするんだ。

不起訴処分になったということはニュースバ

リューがないから、報道しなくていいんだ」と

いうのは、理屈としてはありますが、それは結

局のところ視聴者・読者の関心を言っているだ

けであって、マスメディアが実名を報道したこ

との少なくとも倫理上の責任を免除するもの

ではないのではないかといった論点がありま

す。ここでは必ずしも一義的な結論を出すつも

りではなく、ネット上の環境変化とこれまでの

倫理の関係について、一つ一つ丁寧な突き合わ

せが必要ではないかという例として、申し上げ

ておきます。 

二番目の、情報流通に関する一般法への配慮

についてです。従来のように、民事・刑事の法

的な枠組みだけを気にすればよかった時代と

は異なり、現代の情報化社会においてはまさに

情報の取り扱いを規律するさまざまな法律が

できています。その最たるものであり、取材の

自由と正面から衝突関係にあることがゆえに

大きく話題になったのが、特定秘密保護法です。

しかし、逆説的な言い方になりますが、このよ

うに、取材の自由と緊張関係にあることが明々

白々な法律については、かえってマスメディア

の方々ははじめから意識を持っているので、そ

れに向かっては、例えば新聞協会が声を上げる、

あるいは各社が記事にしますので、私はそれほ

ど心配していません。民主主義社会が健全に機

能している限り、大きな心配は要らないだろう

と思っています。むしろ、私が心配になるのは、

一見すると取材の自由・報道の自由とどういう

関係にあるかわからない、一般の国民を規律す

る情報の取り扱いに関する法案が、マスメディ

アの方も賛成して通っていく。通った後になっ

て、その法律が自分たちの取材活動・報道を制

約しているということに後からハット気づく、

という例が見られることです。 

具体的には、不正アクセス禁止法がそうだっ

たろうと思います（亀井源太郎「ある不正アク

セス禁止法違反被疑事件に思う」新聞研究

2013 年 9月号参照）。不正アクセス禁止法は確

かにわかりにくい法律であり、だからそれに気

づかなかったというのはやむを得ないと思い

ます。しかし、一般の国民にはやむを得ないと

しても、少なくとも新しいメディア環境におい

てなお情報の取り扱いのプロであることを自

認して、特別の役割、責任をマスメディアが負

うつもりなのであれば、「わかりませんでした」

では説明がつかない。情報の取り扱いに関する

法律ができるときに、これは一体自分たちの報

道・取材についてどういう関係があるのだろう

かということを、新聞協会であれ、個々の社で

あれ、常に表現の自由について敏感であって、

常日ごろ検討していただくことが重要です。い

ざとなれば、国民の表現の自由全体を代表して

声を上げるという役割が、マスメディアに残っ

ているのだろうと思います。 

【結びに代えて】  

情報のプロとしてマスメディアが表現の自

由において特別な扱いを受けるという仕組み

が維持されるかどうかは、マスメディアに携わ
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る方々がこの社会における表現の自由を、独占

的でないにしても一般の国民より一歩先に進

んで担っているのだ、という覚悟と矜持を持ち

続けているかどうかに最終的には収れんする

だろうというのが私の認識です。そのように考

えた場合に、翻ってみれば、インターネット上

の情報流通過程においては、さまざまな主体が

関与しております。特に新聞社が強く意識して

いるのは、検索エンジンやニュースポータルサ

イト、具体的にはグーグルやヤフーのニュース

あるいは検索だろうと思います。マスメディア

の方々は、この２社は非常に大きな存在であり、

どうにかできるものではないと思われている

かもしれません。しかし、ネット事業者の方々

とお話をしていると、自分たちは自分たちで表

現の自由を底支えするインフラの一つのつも

りであり、表現の自由を担っているマスメディ

アの方々の記事を転載する等しているけれど

も、どうもマスメディアの方々にはそう思われ

ていないのではないか、何かあるとすぐ記事で

批判されてしまうという意識を、逆に持ってい

るように思います。 

マスメディアが情報を取材し、加工・編集し

て、一つの記事にして、最終的に放送であれば

放送波という形で、新聞であれば販売店を通じ

て家に届けるという、国民の知る権利に奉仕す

るプロセスの全てを独占的に管理していた時

代に比べれば、マスメディアは現在、一元的な

情報の送り手ではない。自分が情報を国民に送

るという間に、インターネットの事業者、それ

にはインフラもあれば、ポータルサイトもあれ

ば、さまざまなサービスや課金のプラットフォ

ームもあるというように、さまざまな主体が関

与して、その関与の中で、マスメディアの役割

が相対的に低下していると思われているだろ

うと思います。 

しかし、もう一度視点を切り替えてゼロベー

スから考えてみれば、コンテンツを握っている、

発信しているということは圧倒的な強みです。

そして、そのようなコンテンツを発信する側の

存在として、同じくコンテンツを発信している

他のマスメディア、あるいは他の表現者の方と

競争し、プラットフォーム、検索エンジン、イ

ンフラなど、さまざまネット事業者の方と競争

する側面ももちろんあります。しかし同時に、

最終的にはエンドユーザーである消費者、国民

の知る権利を充足する、そのための仲間でもあ

るわけです。そういった方々と、それぞれが国

民の知る権利の充足という観点から、どういう

形での接点を持っているのか、それぞれがどの

ような役割を負い、どういうところでどこまで

は仲間であり、どこからはライバルとして競争

するのかというところの見極め、見定めが必要

です。インターネット事業者は、ビジネスモデ

ル上、日々そういったことを常に考えて分析し

て、それを行動に移しています。マスメディア

の方々もそういった点に関心を持って行動し

ていただくことが、新しいメディア環境におい

て表現活動、表現の自由を担う主たる存在であ

るという位置を確保することになるのではな

いかと思っております。 

 

司会 それでは、いまから質疑、討論に移っ

ていきたいと思います。ご質問やご意見のある

方は挙手をしていただき、所属と名前を言って

から発言をお願いします。それから、これは同

時配信をしており、インターネットでご覧にな

っている方もメールでご質問や意見をお寄せ

ください。 

 

西川圭介（朝日新聞） 私は、公共性につい

て日々の取材の中でかなり悩みながらやって

きたという経験があります。特に、プライバシ

ーとの兼ね合いという部分で、公共性というか、

我々が伝える意義というものをどう構築して

いくかで非常に悩んでおります。特に大きな事

件であれば、そのニュースバリューでそんなに

問題にならないかもしれないですが、微罪につ

いては技術的に非常に難しいというか、判断が

非常に難しいと感じています。同年代のデスク

と話をすると、四国のある地方では２万円の窃

盗だったら載せるけれどもそれ以下だったら

載せないとか聞きますが、これは首都圏だった

らそんなことはそもそも問題になりません。そ

ういうのはまとめた上で、ニュースの何たるか

を書くことに意義があるということで、地域に

よって例えば紙面をつくるに当たっても相当

ユーザーのニーズというものも実際あり、その

地域のパチンコ屋さんの強盗に関心があれば

載せるが、東京であれば関心がないのでもっと

横串にしたものを知りたいということで、地域

によっても非常に価値観というものが違いま

す。また世代によっても、所属している企業、

何を職業にしているかでも全く違います。つま

り、価値観の多様化、細分化ということがある

と思いますが、非常に関心が多様化している中

で、何を公共性としてやっていくか非常に悩ん

でいますが、新聞なら地域版、経済面というも
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のがありますが、ネットワークになった瞬間に

地域から発信しても、日本全国に行ってしまう

という中で、紙面でつくる場合とネットでつく

る場合とではやはり公共性という部分で意識

するところがかなり大きく違うなというのが

実感としてあります。例えば地方版で、小さな

記事を出したつもりだったのが、いきなりネッ

トでアクセスランキングのトップを走ってい

るなんていうこともあります。ただ、本当に価

値があると思ったものはあまり関心を持って

いただけないというところで非常に悩みが多

いです。 

この中で公共性というのは、正直言ってなか

なか難しく、議論すれば必ず「ケース・バイ・

ケース」、「それぞれの考え方」となります。裁

判上の真実相当性の議論にしても、結構ケー

ス・バイ・ケースというところで、柔軟な判例

だという見方もあると思いますが、その中でソ

フィストケートされた形では難しく、業界とし

ても一致したものをつくるというのはなかな

か難しいと思います。例えば、こういった中で

地域ごとに価値観が全然違うとか、所属団体に

よって価値観が違うというものが、ネットの中

では多様な価値がばらばらになっている。これ

をまとめていくというのは現実問題としては

難しいのではないかというある種諦めにも似

たような声が上がるとした場合に、ただ一方で

そこは議論をしていく努力をするという議論

もあるかと思います。つまり、いろいろな価値

観をまとめていくということはそもそも難し

いという前提に立って、ケース・バイ・ケース

ということをある程度考えていくということ

なのか、その点についてはどう思われますか。 

インターネットへの発信情報の公共性を認識 

宍戸 公共性という場合に、従来は地理的あ

るいは時間的な一定のまとまりが前提にでき

たけれども、ネット社会でそれがいわば融解し

てくるという問題はまさにインターネットの

大きな特性であり、そこでどうされるか現場が

非常にお悩みになっているということは私も

よくわかります。いろいろ考え方はありますが、

最低のライン、やはりこれは報じてはだめだろ

うというものはあると思います。ただ、その最

低ラインを司法が提示して決めるということ

を超えて、ネット上に出すときに、どこからど

こまでが情報の出し方としてよいのか、よくな

いのかを一律的に決めることは、国民の知る権

利を充足するといった観点からは、そして多様

な価値観あるいは認識がある中では望ましく

ないし、現実にも不可能ではないかと思ってい

ます。そうなると、それぞれの社や分野におい

て、一体どういうポリシーで、これは取り上げ

る、あるいはネットに載せる、載せないという

考えをある種突き詰めた上で実施しているか

どうか、一貫した責任ある態度でやっているか

どうかに、問題が収れんするのではないかと思

っています。 

つまり、これは載せていい、これは載せては

だめだという答えがあらかじめあるというよ

りは、我が社はこういう思いをして一貫した行

動をとります、そして、その一貫した行動の中

での問題についてはきちんと対応していきま

すということも含まれていないと、ただの切り

捨て御免になってしまうわけですが、その謙虚

な姿勢を前提にした上で、自分たちはこういう

ことをこのような方向で報道する、という一貫

した姿勢をしっかり確立して、それについて理

解を得ていくということに尽きると思ってい

ます。そのような観点からは、多様な発信主体

がいることが望ましいだろうと思いますし、そ

の競争の中で一定の落としどころが暫定的な

ものとして決まってくる場合もあるだろうと

いう認識です。 

 

司会 それは、公共性の中身を具体的に認識

するということで理解してよろしいですか。 

 

宍戸 そうです。しばしばプロセス的な公共

性という言い方がされますが、前もってこれが

公共的な事柄だというものがコンベンショナ

ルに、習慣的に決まっているものもありますけ

れども、現在はそれが非常に激しく動揺してい

ます。そうだとすると、自分たちはこれが公共

的なやり方だと思うということをしっかり認

識し自覚した上で、取材・報道していただく。

結果的に社会のルールや慣習が動いたらそれ

は仕方がないことですけれども、自分たちがい

ままでこうやってきたからそのままでやって

いますということでは、もうもたないのではな

いかということです。 

 

西川 現実問題としては、プライバシーとい

うものを日々の報道の中でどう捉えていくか

という問題に非常に苦しんでいるところです。
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昨年、グーグルの検索結果について東京地裁の

決定がありました。前科前歴という話になりま

すが、これはプライバシーというものを一定程

度認め、個別的に判断して削除するというよう

な判断がありました。また、最高裁の『逆転』

という小説についての判決があり、これはプラ

イバシー問題については非常に基本になる判

決ですが、比較衡量的な考え方として受忍限度

論、個別にケース・バイ・ケースに考えてこれ

は報じてもいい、これは受忍限度を超えてしま

うだろうということで、非常にプライバシーを

重く見ていくというような個別的な判断をし

ています。実際その忘れられる権利というパッ

ケージ的なものというよりは、最高裁の『逆転』

事件判決という現にある判決に乗っかった形

で東京地裁の決定というものがなされたと思

います。 

世界的な環境で言うと、欧州のＥＵなどでは

スペインの事例などもありますけれども、結構

プライバシーについては、どちらかというと表

現の自由と同等の価値を置いてしっかり守っ

ていくという傾向があります。米国はどちらか

というともうちょっと違うスタンダードで、表

現の自由至上主義に近いような、プライバシー

ということについては欧州よりはどちらかと

いうと温度差があるというか、修正 1条の問題

などがあり表現の自由を重く見ていくという

ような文化になっていると思います。ただ、日

本の場合は少し判然としないということは巷

間よく言われているところです。これは第三の

道を探るべきだとか、いろいろな議論があって

難しい問題ですが、プライバシーという問題、

そしてネットの空間の中でプライバシーの中

でも高度にセンシティブな犯歴の情報などを

例に挙げた場合にどうなんでしょうか。例えば

ドイツの出版法みたいな実定法的なものの中

でしっかりと位置づけるというスタンス、米国

の場合はそうではないというスタンス、日本の

場合は個人情報保護法などいろいろな関連法

令がありますが、基本的には判例法の世界の中

で受忍限度論という形でやっているという、実

はそれが日本の国情には合っているという議

論もあると思うんですが、この点「第三の道」

というような言われ方をされる研究者の方も

結構多いと認識していますが、先生ご自身はこ

の辺のスタンスについてどのように考えてお

りますか。 

 

宍戸 まず、忘れられる権利についてのＥＵ

の裁判所の判決の一つのポイントは、表現の第

一義的な主体である新聞社のサイト自体を問

題にしていない。むしろ検索エンジンそれ自体

がプライバシー侵害、正確に言えばＥＵデータ

保護指令違反であるということを問題にしま

した。その際には、第一次的な表現者、この場

合の新聞社の表現の自由とプライバシーの対

立の問題は扱いませんでした。むしろ検索エン

ジンで検索されてしまったこと自体が、我が国

流に言えば個人情報保護法上の問題があると

いうことを切り出したことが、一つの衝撃だっ

たと思います。 

「忘れられる権利」でのマスメディアの論点 

そのことから、マスメディアとの関係では論

点が二つあります。一つは、マスメディア自身

に対して忘れられる権利が要求される局面。も

う一つは検索エンジンあるいはインターネッ

ト上の情報流通一般について、自分たちマスメ

ディアの情報発信は直接問題にはならないけ

れども、情報流通のプロセスの中で忘れられる

権利が認められることの問題。この二つの局面

を分けて整理して考える必要があるだろうと

思います。 

第一の、マスメディア自身に対して忘れられ

る権利が要求される場合、それが具体的に何を

意味するかはよくわかりません。マスメディア

が、いままで発信してこなかった事実を深掘り

して、昔の過去の事実を洗い出してきて、新た

に情報発信を行う。それはもうずっとみんなが

忘れていたことなのになんでまたいちいちそ

れを掘り返すんですか、やめてくださいという

問題は、端的にノンフィクション『逆転』事件

判決そのものですから、あの枠組みで考えれば

足りるだろうと思います。 

これに対して、すでに情報発信してしまった

ものに対して忘れられる権利を要求されると

すれば、それはマスメディアにとって一番怖い

事態ですが、同時にそれは現実に履行可能な義

務なんだろうか、という問題が起きます。具体

的には、従来でいえば新聞紙の縮刷版がいろん

なところに出回っている、そしてそれを消して

歩くということはできません。また、新聞社が

発信した情報がすでにどこかに転載されてい

るときに、ニュースまとめサイトにまで追っか

けていって「それは忘れられる権利の対象にな

ってしまったので、あなた消してください」と
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いう責任までも、第一次的な情報発信者として

のマスメディアが負うというのは、非常に過剰

な負担です。そうだとすると、結局、忘れられ

る権利がマスメディアに実際に行使される局

面とは考えにくい。一回報道された後ではもう

どうにもならないので、むしろ忘れられる権利

というものが理念的にあり得ることを前提に

した上で、類型的に情報発信の段階で、将来こ

れは忘れられてしかるべきものになりそうな

ものとして、どこまでの粒度で情報発信してい

いのか、例えば微罪について実名まで報道すべ

きかどうかを、いわば前倒しで織り込んで考え

ることになるのではないかと思います。 

それから二点目の、マスメディア自身に忘れ

られる権利が要求されるのではなくて、インタ

ーネット上のさまざまな事業者、具体的には検

索エンジン事業者に対して忘れられる権利が

要求されることとマスメディアの関係は、別途

考えておく必要があると思います。この点につ

いては、ヤフーが現在「検索結果とプライバシ

ーに関する有識者会議」を設けており、私自身

メンバーです。今月中に一定の報告書を公表す

る 予 定 で す （ 3 月 30 日 に 公 表

http://publicpolicy.yahoo.co.jp/2015/03/3

016.html）。ネット事業者にも、自分が媒介し

ている情報がプライバシーを侵害するか、それ

を削除する、削除しないという一般的な判断は

困難です。マスメディアの方は自分が情報を取

材して、その情報の価値と、人を傷つけるとい

う人格権侵害の程度を考慮しながら、公共的で

あるという判断をして報道しているわけです

が、検索エンジンあるいは情報の媒介者一般に

はそうした判断はできませんから、実際には、

一定の類型のもとで判断せざるを得ないだろ

うと思います。 

検索段階で情報が削除されることの問題 

日本で「忘れられる権利」決定と報道された

―実際には私は違うと思いますが―東京地裁

決定（2014 年 10 月 9日）を見ても、実際には

個別の情報に立ち入った判断というよりは、名

前と過去の一定の事実が、検索結果上はっきり

と結びついていて、現実の社会生活に影響を与

えるものかどうかという観点での切り分けを、

かなりざっくり類型的に行っています。膨大な

検索結果を大きな観点で区分けして、これらは

集合的にアウトと判断したのですが、最後はそ

ういうかなり目の粗い判断しかできないだろ

うと思います。そうだとすると、マスメディア

が情報発信をする場合には、公共的な利益が人

格権侵害の不利益よりも大きいであろう表現

が、粗いネット上の検索結果に対する忘れられ

る権利の当てはめによって止められてしまう、

という可能性があるわけです。国民の知る権利

との関係でそうした事態を避けるとすれば、ネ

ット上の検索結果として止められるもの、検索

結果から排除されるものは、これは誰がどう見

てもアウトだろう、類型的にアウトと言って差

し支えないだろうというような、例えば氏名と

前科がそれ自体検索結果として結びついてい

ることが一見して明らかであるというような

ものに限るのが合理的なのではないかと思わ

れます。仮にそうだとすると、検索結果として

は表示されているが、情報発信者のところでそ

の発信が許されるか許されないかの個別的比

較衡量をやった場合には、発信者がやはり責任

を負わざるを得ないという場面が残ります。私

は、マスメディアの方がそういうときの責任を

社会的なものを含めて引き受けるかどうかが

重要だろうと思っています。検索エンジンが勝

手に責任を負えばいいというのであれば、検索

エンジンの行動パターンとして、社会的な非難

を避けるという意味でも、とにかく類型的に広

く止めるという方向にぶれる可能性がありま

す。基本的には、情報媒介者のレベルで止める

べきものは最小限にする。そして出ていった結

果問題があるものは、マスメディア、二次流通、

三次流通させた人などいろんなパターンがあ

ると思いますが、表現者が責任を負うというこ

とでないと、情報流通過程の中で表現行為をし

た人の表現が国民に届く前に止められるとい

う場合がたくさん出てきます。それをマスメデ

ィアは看過するかどうか、それでいいと思うか

どうかを、今後考えていただきたいと思ってい

ます。 

 

三村龍一（西日本新聞） 先ほど、説明責任

というところで情報源の明示、取材ポリシーの

明示、判断プロセスの透明化という三点を挙げ

られましたが、これはネット報道だけでなく例

えば紙媒体、既存のメディアの場合も全く同様

に求められるものなのかどうか。そしてもし求

められるのであれば、例えば新聞紙上であれば

具体的に取材ポリシーの明示や判断プロセス

の透明化においてどういう方法が考えられる

のか教えてください。 
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宍戸 まず、紙かネットかについては、正直

もう差がなくなってきているのではないのか

というのが私の考えです。ネットにはほとんど

出しません、紙だけでやっています、紙の中か

ら精選したものだけネットに載せていますと

いう新聞社であればその区別は意味があると

思いますが、そうでない新聞社にとっては、あ

るいはネット上に情報発信をして、その中から

さらに深掘りした付加価値の高い記事を紙に

載せていく新聞社も今後あらわれてくると思

いますけれども、紙かネットかはもう新しい環

境の中で差がない、同じ編集体制の中で最終的

にアウトレットが違うだけということになっ

てくるだろう。少なくとも一般的な利用者の目

線から見ると、そういう方向になってくるので

はないかと思います。そうだとした場合に、ネ

ット上であれ何であれ、我々はこういう一般的

な綱領あるいは方針で取材・報道をしています

ということを明示していただく。米国のメディ

アでは、かなり詳しく具体的なものが載ってい

ると思います。 

それから、取材内容のメモではなくて、取材

に当たっての一般的な方針とか「何か苦情があ

ったらここに電話してください」と印刷してあ

るメモを交付される例もいまはあるように聞

いておりますが、そういうやり方もあると思い

ます。さらに、個々の説明責任を外に向かって

常日ごろ公表するという必要はないです。最終

的には記者の判断で書いたものなのであれば、

署名記事も一つのやり方でしょう。後で問題に

なったときのために、事後的に検証可能な形で

記録が社内で残っているというのもそうです。

誰が責任ある判断をしたのか、どういうプロセ

スで判断したのかが後から検証できるという

業務フローになっていることが、後で何か問題

になったときに重要なのではないかというこ

とです。この点も、全部ガラス張りにしますと

いうメディアもあれば、後で大きな問題になっ

たときに読者に説明しますという新聞社もあ

るというように多様であることがいいと思い

ますが、いずれにせよ何かがあったときに読者

に対して説明ができる姿勢は構えていただく

必要があるのではないか、というのが私の認識

です。 

 

司会 先ほど、客観報道、公正報道が公共的

な報道の前提であるというお話がありました。

ところが、自分たちは公正報道をやっているつ

もりですが、ネットで批判されてきたというこ

とだと思いますが、これはどのように解釈すれ

ばいいのか。社会全体が多様化してきたという

ことで、私たちの公正報道を承知しない人たち

が増えてきたということで理解してよろしい

わけですか。 

 

宍戸 私は、それが半分ぐらいあるのではな

いかと思っています。 

 

司会 そうすると、公共的役割を担うという

のはなかなか難しい時代に入ってきたなとい

う感じがします。 

 

宍戸 まさにそういう時代に入ってきたと

いうことだと思います。 

 

司会 それから、前にお話しいただいた講師

の方が、いわゆる「ネット右翼」と言われる人

たち、ネットの言論で右翼的な言論を主張する

人たちは２千人足らずしかいないが、この人た

ちが社会全体の空気をつくってしまう、逆の左

翼にも２千人足らずの教条主義者の人がいて、

これが社会全体を分裂のほうに向かわせてい

るのではないかということを指摘されました。

この認識についてどう思っていらっしゃるか

ということと、これを克服するためにマスメデ

ィアとしてどんなことができるのかというこ

とについて、お考えがあればお伺いしたいと思

います。 

エクストリームへの対抗策は「乗らない」こと 

宍戸 「ネット右翼」「ネット左翼」が２千

人かどうかはわかりませんが、何となく直感的

にはそれぐらいだろうなと感じます。ただ、重

要なことはそれがネット上で読まれる、２千人

が勇気づいてやっているということ自体、やは

り一人ひとりの国民個人の中にも、マスとして

の国民全体の中にも、一定程度それをよしとす

る気持ちが潜在的にある、それを読みたい、マ

スコミはそういうことを絶対言わないけれど

も、よく言ってくれたという気持ちが相当な量

あることは事実だろうと思います。その２千人

を捕まえて、どこかの島に送る、ネットから隔

離すれば何とかなるという問題ではおそらく

ないでしょう。顕在的に 100％の意識で発信す

るという人は２千人ですが、一人ひとりの中に
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５％だったり 20％だったり、そういう意識が

あるということだろうと思います。同じ一人の

国民の中に、ネット右翼の言説に共感するとこ

ろが 15％あって、ネット左翼の言説に共感す

るのも 15％ある、そういう多様化もあるだろ

うと思っています。 

ほかの欧州や米国と比べて、どこまで日本社

会が分裂しているかといえば、まだそれほど心

配する必要はないのではないかという側面も

ありますが、他方で我々日本社会の過去の経験

からして、一気に流れ始めたときは怖い。この

雪崩を打つときの最大の要因は、やはりマスメ

ディアが雪崩を打つかどうかですので、私はマ

スメディアが乗らないということが、エクスト

リームに対する最大の対応であると思います。

もう一つ、表現の質が勝負です。本当にそれは

事実に裏づけられた表現なのですか、他人を傷

つけないと同じ公共的な言論ができないので

すかということを、やはり理を尽くして言って

いっていただく。これはマスメディアだけでは

なくて、我々言論人、文化人全体が担わなけれ

ばいけない課題ですけれども、それがやはり重

要ではないでしょうか。これは裏を返して言え

ば、先ほど申し上げたよき読者よき視聴者を育

てるということと、事実上同じ問題だろうと思

っています。 

 

一色清（朝日新聞） 最近、テレビを見てい

て報道番組や情報番組の中で、ネットのアクセ

スランキングに基づいてニュースを順番に紹

介していく、あるいは急上昇ワードみたいなも

のを取り上げてそれを解説するとか、かなりテ

レビの番組の中にネットの関心度みたいなも

のが反映されているようなものがかなり目立

ってきています。これは何を報道したいのかの

メディアの主体的判断みたいなものを放棄し

ていて、ネットに依拠している感じが少し強ま

ってきているような気もしていますが、これは

憂うべきことなのでしょうか。それとも、いま

程度のものであれば別に憂うべきところもな

いようなものなのでしょうか、教えていただけ

ますか。 

 

宍戸 放送に限って言うと、もともとネット

と非常に近いところにいるわけです。もう一つ、

マスメディアがマスメディアであるためには、

読者・視聴者を一定程度確保する、いわば包摂

する必要があることは明らかです。したがって、

私自身は、ネット上の検索キーワードランキン

グを使う、それを一つの柱にした番組編集を行

うということ自体を、それほど消極的に評価し

ていません。問題は、それをどういう意味でど

ういう姿勢でどういう狙いでやっているかに

よります。ただネットではやっている言葉だか

ら取り上げましたという程度では、結局のみ込

まれるだけです。みんなの関心があるというこ

とを把握したけれども、それは事実とは違うか

もしれないとか、深掘りしていったらこうです

よということをさらにネットの空間に向かっ

て投げかけていくという、より積極的な姿勢な

のかどうかです。その姿勢、それに合わせた編

集あるいは報道体制なのかどうかが、善し悪し

を分けているような気がしますし、同時にやは

りネットのユーザーもそこを見ているのでは

ないか。結局自分たちに媚びているだけではな

いかどうかは、結構厳しく見られているのでは

ないかという気がしています。 

 

田中孝憲（報知新聞） 先ほど、事件報道の

ところに関連して、いわゆる加害者側のことに

ついていろいろとお話がありましたが、最近、

ネットで炎上する案件というと、どちらかとい

うとマスメディアが被害者の名前を出してい

ろいろと書くのに、何で加害者は匿名なんだと

言われます。忘れられる権利も含めたところで、

ネット時代において被害者に対する報道をど

ういう考えでやっていけばいいのか教えてい

ただければと思います。 

 

宍戸 個人情報保護法の改正案がさきに閣

議決定されました（3月 10 日）。法改正案を検

討する検討会に私も入っていましたが、我々の

議論とは関係のないところでいろいろなこと

が決まったような気もしています。一般にはセ

ンシティブ情報の中に、人種、信条、社会的身

分が入ってくるのは当然ですが、法案として、

「要配慮個人情報」として上がってきたときに、

犯歴及び犯罪被害を受けた事実が、プライバシ

ーの観点から見て、特別の配慮を要する情報に

入ったのです。これは、いまご指摘いただいた

ような社会の風潮と全く無縁ではありません。

犯罪被害を受けているという事実それ自体が、

プライバシーという観点から見て、一定の保護

に値するのではないかという社会的な認識が、

法という形で表れてきているのではないかと

思います。もちろん要配慮個人情報に定義され

たからといって、直ちに、報道が影響を被ると
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いうわけではありませんが、やはり間接的な社

会の雰囲気としては被る。社会的な認識が厳し

くなっている中で、日々現場でご苦労されてお

り、そのご苦労がさらに増えてくるという局面

です。実名報道の裏側の問題として、被害者の

実名報道について、被害者も実名で報道してほ

しい、一人の人間として生きていた証として、

遺族の方がきちんと実名で報道してほしいと

いう場合が挙げられますが、必ずしもそればか

りではありません。本当にほっといてくれない

かという方もいることも事実です。それを報道

の自由、取材の自由、あるいはその背後にある

社会の正当な関心事として乗り越える、報道す

ることについては、事件が悲惨であればあるほ

ど、相当の説明ができなければいけないし、覚

悟ができなければいけないと思います。少なく

ともメディアスクラムでワーッと押し寄せる

ことは、いまはさすがになくなってきたのだろ

うと思いますけれども、それには相当の社会的

批判を免れないだろうと思います。 

それから、私は個人的には、週刊誌が被害者

の実名を書いて報道し、ほかのメディアが「あ

そこが報道しちゃったんだから仕方ない」とい

う形でそれに追随するというのが実は一番危

険だと思っています。「あそこは報道したけれ

どもうちは報道しません」という判断が主体的

にあるべきではないか。「あそこが報道したか

らうちも報道します」というのは、ある意味で

自分がぎりぎりの判断をして報道するよりも、

よっぽど罪が重いのではないかと思います。や

はりきちんとした説明ができなければいけな

い、そういう意味での主体的な責任がマスメデ

ィアに求められているのではないか、というの

が私の持論です。 

 

園部貴之（中国新聞） 紙とネットの関係で

すが、紙＝ネット程度の量の時代であれば問題

は起こらなかったのですが、ネットはパイの制

約がありません。いくらでも入れ物の中に入れ

ることができるので、ネットにだけ掲載されて

いて紙面にはないといった記事や情報がサイ

トにたくさん出てきます。このネットしか出て

いない情報については、余分にお金を払って読

んでくださいということで、付加料金をいろい

ろと徴収をしておりますが、例えば何らかのト

ラブルが起きたとのケースを想定したときに、

いわゆる知る権利への奉仕であるとか、報道の

自由だとか、そのあたりの大義がどこまで通用

するのでしょうか。いざ裁判になったときに、

なかなかこれの見極めが難しく、顧問弁護士も

はっきりしてくれないので、掲載するのに悩み

があるのが実情です。この辺については、ある

程度の整理をされたことがあるかどうかお聞

かせください。 

 

宍戸 対価を取って、いわば費用及び正当な

利益を得た上で情報を広く提供しているとい

う点では、新聞もオンラインの独自コンテンツ

も差はありません。公衆へ向けて、いわば公共

の事柄として報じるのであれば、それについて

付加料金という形で別に料金を取っていよう

がいまいが関係なく、同じ報道の自由・言論の

自由になるのではないでしょうか。そうでない

と、例えば雑誌の別冊等が説明つかないだろう

と思います。料金を取っているけれども、一定

の費用、正当な利益が乗った程度の料金で誰で

もがアクセスしようと思えばできる形でサー

ビスを提供して、それで公共の事柄に関して物

事を訴えているというコンテンツや表現であ

れば、方法を問わずして報道の自由であると、

断固として主張していくべきではないかと思

っています。 

 

渡辺勉（朝日新聞） 先生がご指摘された、

変わるマスメディアの環境に対する我々マス

メディアの対応の遅れというのも本当に日々

痛感しています。ネットを通じた情報の速さと

広がりがいま非常に大きな影響をすぐ与えて

しまっています。古い話で言えば、ニューヨー

ク・タイムズの誤報がイラク戦争を引き起こし

たというようなこともあったわけで、そのとき

にメディアがどこまで責任をとるべきなのか。

まさに倫理的な問題ですが、例えば、「安倍談

話」で「植民地支配」とか「侵略」という言葉

が一切入らないということを日本のどこかの

メディアが速報すると、それに対して中国、韓

国が反発し、大使を引き揚げ、ソウルや北京で

反日運動が一斉に起こり、旅行客や日本の店舗

が被害に遭う。そのときに被害を受けた側がこ

の報道が引き金で我々は実害を受けたとメデ

ィアを訴えることがあったとします。その場合

にメディアとしてどこまで責任をとればいい

のか先生はどうお考えでしょうか。 

ネット社会では批判やトラブルは不可避 

宍戸 表現の自由を支える基本的な考え方、
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つまり表現は自由であるべきだという考え方

の基本は、こうすべきだと思う、こういう事実

があるということを誰かが発信し、それを受け

取る人がいたとして、その受け取った人の行動

は、その人がさまざまな情報や意見を聞いて、

自分の責任において判断し行動しているので

あり、だから表現の発信者は発信内容に法的な

責任を負わない、負わせてはいけないというこ

とです。ですから、表現内容によって直接に刑

事責任を負うのは、「明白かつ現在の危険」と

いう法理がありますが、ある人がその表現をす

れば、誰も自律的な判断を介さずに、こういう

害悪のある行動に出るということが一見して

予測できる場合に限られます。 

いまご質問のあった、非常に難しいハードケ

ースについても、そういう根本に戻って考えれ

ば、いまの状況でこういう報道をすればこうい

うことが起きるということが「明白かつ現在の

危険」として予測できるかというのは、まず考

えていただかなければならないと思います。そ

して、それが一見して予測できるという状況で

なければ普通は報道する。また、それが予測で

きるとしても、だから必ず報道しないというの

ではなく、それでもなお、リスクを負ってでも、

メディアとして一定の重たい決断をするとい

うことになりますが、民主主義社会においてこ

れは報道するべき価値がある、これは報じなけ

ればならないということであれば、断固として

報じていただく。ただ、繰り返しになりますが、

その場合には、なぜそう考えたのか、どういう

議論を尽くして、どういう判断をしたのかがや

はり後で説明できないと、それは仮に裁判にな

ったときでも、社会的な非難という点でも、持

ち堪えられないだろうと思います。 

メディアである以上、だんまりということ自

体も、実は後で説明が要求されることだろうと

思います。故田中角栄首相の金脈事件を月刊誌

が報じましたが、実は新聞社の政治部の記者、

田中番の記者はみんな知っており、そんなこと

わざわざ報道して、と思ったといわれますが、

これは現在であれば、何で知っていたのに報道

しなかったのかの説明責任がむしろ発生する

事例だろうと思います。報ずるにせよ報じない

にせよ、あるいはどういう表現を使って報ずる

にしても、ネット社会において物を言う存在で

あるということは、批判なりトラブルを巻き起

こすということが不可避であり、当たり障りの

ない議論というのはあり得ないか意味がなく

て誰も読まないものかになります。そのときに、

しっかりした言論として、批判に答えられるも

のとしてつくり込みをしているかどうか。それ

が新しい報道倫理の核心になるのではないか

と思っています。 

 

司会 不正アクセス禁止法がなぜメディア

規制なのか、わからない人もいると思うので、

説明していただけますか。 

 

宍戸 これは、インターネット上で犯人が

「ここに情報がある」と言って、情報を掲載し

てあるサーバーへのアクセスを許したので、新

聞社・通信社の記者がそれに従ってアクセスし

てしまったというものです。不正アクセス禁止

法は、ネットワークのインテグリティーという

か、ネットワークの管理者がアクセス権限を授

権したのとは違う人が勝手にアクセスするこ

と自体、ネットワークにとって危険な事態をも

たらす可能性があるので、それを禁止すること

を趣旨としています。ですから、その犯人とお

ぼしき人から情報提供があったからといって

簡単にアクセスする、不正アクセス禁止法に引

っかかるということをご存じなく記者がアク

セスしたので、警察が問題視したという事件で

す。 

 

西川 個人情報保護法改正の関連でお聞き

します。ビッグデータ、とりわけパーソナルデ

ータをビジネスに使う場合と報道で使う場合

があると思います。ビジネス分野であれば、個

人情報を取り扱う事業者として法の規制に従

う形になると思います。政治資金規正制法で大

量の政治家なり献金した人をデータベース化

して報道に使う場合は、従来通り、規制や監視

の対象外でしょう。だが、これからは購読者の

データ、とくにデジタル発信した情報を見てい

る人のデータを取って、広告などのビジネスに

使おうという動きも出てくる可能性もあると

思います。さらに、購読者の情報をデータベー

ス化して報道に使おうとする動きもでてくる

でしょう。その逆に報道で得た個人情報を販売

に使う、すでに本人同意を得て行われているの

ではないかと思いますが、これがもっと拡大し

て行われる可能性も否定できないと思います。

ビジネスと報道、もっと進めば他業種と新聞ビ

ジネスの垣根がビッグデータ、パーソナルデー

タの進展で低くなってくる。ボーダーラインが

ぼやけてくる。今回の個人情報保護法の改正案
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で、報道分野は及ばないとしても、報道機関に

も第三者機関の監視が及ぶことになっていま

す。マスメディアがどのような点に留意し、論

議していかなければいけないのか、お聞かせく

ださい。 

個人情報保護法改正案が突きつける二つの選択肢 

宍戸 法の原則に立ち戻って考えると、新聞

社もオンライン上でビジネスをする、例えばコ

ンテンツを見せて、そのコンテンツに関心のあ

る人をクッキーなどでひもづけながら、例えば

200 ぐらいのクラスターに分析して、その人に

向かって広告やリコメンドを打っていくとい

う場合は、個人情報保護法上の個人情報取扱事

業者であって、それ以上でもそれ以下でもない

ということです。そのことを前提にして、個人

情報保護法は、報道という特定の個人情報の取

り扱いについては、さまざまな義務規定適用を

除外しているわけです。 

そうしますと、マスメディアは選択肢が二つ

あります。フルに個人情報保護法の適用を受け

るかわり、従来の報道的なものと営業的なもの

を一体化してビジネスを展開していくという

やり方が一つです。もう一つのやり方は報道特

権を主張するというやり方です。報道特権を主

張する場合には、これは報道の部分と、営業あ

るいはそれ以外の個人情報保護法の規律を切

る部分とを、機能的に明確に分離する必要があ

るだろうと思います。私はＮＨＫで情報公開・

個人情報保護審議委員会の委員を６年くらい

務めましたが、そこではまさに報道の自由との

関係で、どこからどこまでが個人情報保護ある

いは情報公開制度の外になるのかという区分

けをしばしば議論していました。データジャー

ナリズムが進んでくると、同じことがマスメデ

ィア全般に常に問題になると思います。それで、

もう面倒くさいので全部法の規律を受けるビ

ジネスとしてやりますというやり方と、機能分

離をしてここからここまでの部分は報道なの

で適用除外にしてください、つまりそれは完全

にジャーナリズムとしてしかやりません、営業

的な部分はそことは切り離します、その分お金

もうけにはつながらないしビジネスの力は弱

くなるかもしれないけれどもそういうふうに

分離しますというやり方と、二つの選択肢が用

意されているということだろうと思います。 

あわせて言えば、この機能分離をする場合に

は、個人情報保護法上、第三者機関には立入調

査の権限等もあります。ですから、制度・組織

的に、あるいはアーキテクチャー・建物の構造

上もしっかり、ここからここまでは報道で、営

業とは区別しているとか、例えば営業の人がフ

ラッと立ち入りして、「あ、このデータ、頂戴

ね」とか言って持っていって勝手に営業に使う

ということはできないようになっていること

も、当然要求されるご時世になってくると思っ

ています。 

 

司会 宍戸先生、本日はどうもありがとうご

ざいました。 

以上 

 

（文責・編集部）

 

 


