
なぜ記者クラブ問題なのか
問われているのは「制度」ではなく、
記者個人や幹部の「姿勢の問題」

高田昌幸（ジャーナリスト）
　冒頭からいきなり宣伝めいて恐縮だが、筆者は２００４年に
刊行された本の「あとがき」で、以下のように記したことがあ
る。

　「新聞、テレビは、権力機構や権力者に対して、真
正面から疑義を唱えることがずいぶん少なくなったと
思う。お行儀が良くなったのだ。警察組織はもとよ
り、政府、政治家、高級官僚、大企業やその経営者な
どは、いつの時代も自らに都合の悪い情報は隠し、都
合の良い情報は積極的に流し、自らの保身を図ろうと
する。そして、権力機構や権力者の腐敗は、そこから
始まる…ところが、報道機関はいつの間にか、こうし
た取材対象と二人三脚で歩むことが習い性になってし
まった。悪名高い記者クラブに座ったままで、あるい
は、多少歩いて取材したとしても、相手から提供され
る情報を加工するだけで終わってしまう。日々、華々
しく展開されるスクープ合戦にしても、実際はそうし
た相手の土俵に乗り、やがて広報されることを先取り
することに血道を上げているケースが少なくない。権
力機構や権力者を批判する場合でも、結果的に相手の
許容した範囲での批判か、自らは安全地帯に身を置い
たままの『評論』などが、あまりにも多いように感じ
ている。
　もちろん、こうした報道をすべて無意味と断じるつ
もりはない。しかし、権力機構や権力者に深く食い込
むことと、二人三脚で歩むことは、同義ではないはず
だ。読者は賢明である。報道機関が権力機構や権力者
と築いてしまった『いやらしい関係』を、とっくに見
抜いている。ひと昔前はあこがれの職業だった記者
は、さげすみの対象にすらなりつつある。
　事実を抉り出して相手に突き付け、疑義を唱え、公
式に不正を認めさせていく。そうした報道を取り戻し
たい。記者会見では相手の嫌がる質問をどんどんぶつ
けたい。権力機構や権力者と仲良しサークルをつくっ
て、自らも偉くなったような錯覚に陥ることだけは避
けたい。記者クラブ取材のあり方、捜査情報をもらう
だけの警察取材のあり方を根本から変えたい。報道も
しょせん商売かもしれないが、しかし、もっと青臭く
なりたい。オンブズマン組織にも劣るようになってき
た『真の意味での取材力』を取り戻したい。
　ずっとそう考えていた。だからこそ、一連の取材
は、いわゆる『遊軍記者』などに任せず、道警記者ク
ラブ詰めのサツ回り記者が『逃げ場』のない中で、真
正面から取り組んだのである」（講談社文庫「追及・
北海道警『裏金』疑惑」より）

　最近の小沢一郎民主党幹事長に関する「資金疑惑」でも、検
察権力と二人三脚で歩んでいるかのような既存メディアに対
し、読者やネット上などで厳しい批判が沸き起こった。こと
は、この「小沢疑惑」に限らない。最近では、大きな出来事や
事件、疑惑のたび、一方からの視点だけに偏った報道が、それ
こそ集中豪雨のように行われていく。
　そうした報道に接するたび、おそらく多くの国民は、マスコ
ミ報道の劣化を痛感しているはずだ。日本の既存メディアの報
道は、いったい、どうしてこんなになってしまったのか。

　もちろん、理由は一つではないが、その大きな要因は、上記
の「あとがき」にも記したように、記者クラブを軸として既存
メディアが当局に寄り添う傾向をいっそう強めているからに他
ならない。

　古くて新しい「記者クラブ問題」がにわかに脚光浴びている
のは、鳩山由紀夫首相が率いる民主党政権の発足以来、岡田克
也外相らは、記者クラブ所属の記者以外にも次々と「記者会
見」を開放してきたからだ。その動きは最近、足踏みを続けて
いるとはいえ、「小沢疑惑」においてマスコミと検察リークの
問題が話題となり、再び「記者クラブ」に焦点が当たってい
る。
　　筆者は以前から、記者クラブ制度の異常さを実感し、アジ
ア記者クラブでのシンポジウムや大学の講演などで「記者クラ
ブの門戸開放」を早くから訴えて続けてきた。２００３年２月
には、実名のブログ「ニュースの現場で考えること」（http://
newsnews.exblog.jp/）を開設し、その中でも再三、記者クラブ
問題に触れている。ジャーナリストの寺澤有氏が起こした、い
わゆる「記者クラブ訴訟」においても、同氏の開放要求を支持
する陳述書を裁判所に提出したこともある。
　そもそも、記者クラブが抱える問題点は、ずいぶん前から議
論が尽くされていた。細かな問題点や改革の方向は、１０年以
上も前に刊行された「記者クラブ　市民とともに歩む記者クラ
ブ」（「現代ジャーナリズム研究会」編、柏書房、１９９６
年）において、網羅されている。後は、それを記者クラブ側か
らどうやって実現させていくかという戦略・戦術の問題だと筆
者は考えていた。

◆　　　◆　　　◆
　筆者の見る限り、記者クラブ問題が長年放置され、何の改革
も実行できなかったのは、記者クラブを「ジャーナリストたち
によって構成される『取材・報道のための自主的な組織』」
（記者クラブに関する日本新聞協会編集委員会の見解）と定義
付けしながら、そこに所属する記者それぞれは単なるサラリー
パーソンに過ぎず、自らの所属する新聞社や放送局内では何の
決定権も持っていないという「二重構造」に原因がある。
　後で詳しく述べるが、日本の既存メディアの報道内容の劣化
は、新聞社やテレビ局の組織が保守化・官僚化を強め、「事な
かれ主義」に陥っていることに最大の要因がある。実際、現場
記者と上司、組織上層部との「良い意味でのぶつかり合い」
は、現場から凄まじい勢いで姿を消してきた。そのような状況
下では、新聞協会が公式に「記者クラブは自主的組織」と謳っ
たところで、「自主」が具現化する可能性が極めて低いのは自
明である。クラブ所属の記者が、会社の方針に抗してでも行動
する意志や権限を持っていない限り、記者クラブ問題で自由に
行動できるはずがない、と筆者は思う。

　記者クラブ開放問題では、筆者にこんな経験がある。
　ある記者クラブで、他社の記者が先導し、「クラブの開放」
が熱話し合われた。個々には「開放」に熱心な記者もいて、議
論はそれなりに盛り上がった。ところが、理想論から具体論へ
進もうとすると、話は前に進まない。「各社持ち帰って検討」
となり、その後は「会社も結論を出せないと言っている」「上
司に一蹴された」などの回答ばかりになってきた。
　現場の記者としては、記者クラブ開放には賛成だが、デスク
が了解しない。デスクは好意的だが、部長が了解しない。部長
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は好意的だが、本社が…。そんなやり取りの繰り返しなのであ
る。

　民主党政権下で始まった閣僚の「会見開放」についても、そ
れぞれの記者クラブに所属する現場記者の間には、賛成意見が
少なくない。しかしながら、彼ら・彼女らは、記者クラブの組
織運営について何らかの決定を下す権限を持っていない。会社
に戻れば、単なる１社員に過ぎず、報道システムの根幹を揺る
がすような問題に「イエス」「ノー」を下すような立場ではな
いのである。
　だから、報道各社が「記者クラブの問題は記者クラブが判断
すべき」という主張を行うのであれば、それは欺瞞でしかな
い。それらは各社の幹部・上層部しか決定できないからだ。

◆　　　◆　　　◆
　当たり前の話だが、いま時代は大きく変わっている。イン
ターネットの発達などによって、情報の流通経路や社会の情報
に対する価値観は劇的に変化しつつある。「報道」を担う組織
や人々もますます多様化してきた。そんな時代にあって、「記
者クラブ」が情報を独占することに、どれだけの国民が納得
し、国内外の理解が得られるというのだろうか。
　昨年８月に政権交代が実現してからは、外務大臣の記者会見
が「記者クラブ」加盟社以外にも開放されるなど、改善へ向け
た動きも始まったが、そうした動きはまだ一部にとどまってお
り、「記者クラブに加盟していない」という理由だけで、外国
メディアや雑誌社、インターネットメディア、フリーランスの
記者、非営利で情報発信を行っている団体・個人などは、依然
として、記者会見への参加や記者室の利用ができないでいる。
報道資料の提供、裁判取材における記者室確保、各種の「懇
談」などへのアクセスは、さらに困難だ。

　もはや、既存の記者クラブ制度を温存する、どんな正当な理
由も存在しない。日本新聞協会ですら、表向きは、記者会見や
記者室、そして記者クラブそのものまでも広く開放されるべ
き、との見解を示さざるを得ない状況になっている。ならば、
あとは、それを具体的に実践するだけではないのか。

　（１）記者会見への参加、記者室の利用について、「記者ク
ラブ」に加盟しているかどうかの差異を設けることなく、報道
目的・情報発信目的を持つ団体・個人に広く開放する。
　（２）記者会見予定の告知、取材資料の提供、裁判取材にお
ける記者席確保など、「記者クラブ」加盟社が現在享受してい
る種々の取材機会について、報道目的を持つ団体・個人に同等
の機会を保障する。
　（３）報道目的を持つ団体・個人が既存「記者クラブ」への
新規加盟を希望する場合、それを速やかに認める。

　少なくとも、上記の３点を掲げた場合、これに公然と反対す
る意見は、既存メディアや官公庁などからは、出せないのでは
ないか。
　そろそろ大手メディア会社の幹部は、記者クラブ問題につい
て、「決断」をしなければならない時期に差し掛かっていると
思う。各クラブの現場では今も、そして今後はさらに、若い記
者たちが「開放」圧力にさらされる。でも、自らの所属組織に
おいては、末端・中堅の位置にしかいない彼ら・彼女らは、開
放圧力に対して、なにがしかの決定を下す立場にはない。
　前線に兵隊を送り出している指揮官には、判断をきちんと下
す責任があるはずだ。

◆　　　◆　　　◆
　ここから先は、いま議論されている「記者クラブ開放」「記
者会見開放」「記者室開放」問題からは、やや離れる。「別原
稿」として、読んでもらった方がいいかもしれない。

　筆者の私見では、既存メディアによる報道の劣化は、報道各
社の組織が保守化・官僚化し、それと歩調を合わせて取材力が
劣化していることに最大の原因がある。既存メディアの改革と

いう観点からすれば、「記者クラブ」「記者会見」「記者室」
の開放は、付随的な問題でしかない。
　　報道の役割は権力監視こそが第一であり、そのためには
「記者クラブ」や「記者室」を有効に使うべきだ。これが筆者
の考えである。記者クラブ発の記事が当局寄りであり、権力監
視の役割を果たせていないのは、記者クラブ「制度」の問題で
はなく、記者個人や幹部の「姿勢の問題」と考えているから
だ。

　実例を挙げた方が分かりやすいかもしれない。
　例えば、１９９０年代末、神奈川県警の警察官による覚醒剤
使用とその隠蔽工作を暴露し、警察に大きな打撃を与えたの
は、神奈川県警の記者クラブに詰めていた通信社の記者だっ
た。２００３年から０４年にかけ、北海道警察の組織的な裏金
作りを暴き、公式にそれを警察に認めさせ、裏金を返還するま
で長期のキャンペーンを張ったのは、道警記者クラブに詰めて
いた地方紙の記者たちである。朝日新聞が手掛けたリクルート
事件報道も、その端緒を取ったのは、川崎支局で警察記者クラ
ブに詰めていた記者である。
　こうしたケースでは、記者が役所内に取材拠点（＝記者室）
を持ち、日常的に役所の行為に目を光らせていた。

　つまり、報道の最大の役割である権力監視は、記者クラブ制
度に左右されているのではなく、現場記者とその所属組織に
「権力監視報道を実践する意志があるかどうか」に掛かってい
るのだ。要は「やるか、やらないか」である。
　ところが、報道各社は昨今、猛烈な勢いで組織が保守化・官
僚化し、「事なかれ主義」がますます蔓延している。前例踏
襲、減点主義の傾向も著しい。古びた組織の象徴とされる官僚
機構と、まるで瓜二つである。
　組織の保守化・官僚化は、取材現場においては「取材力の劣
化」となって現れる。
　言うまでもなく、しつこくしつこく質問を重ねる力量が、現
場記者には欠かせない。しかし、記者クラブを拠点とした取材
において、相手と対峙することを怠り、「内輪でのオフレコ」
重視などを続けてきた結果、取材力は大きく低下してきた。そ
れはとくに、政治取材や警察取材で顕著だ。筆者の実感では、
記者クラブ所属記者は、権力側と癒着しているというよりも、
個々の記者の力が弱くなりすぎたあまり、全体として権力に従
属しながら癒着を深めていく構造になっている。

　この関連でいえば、筆者はかつて、ある記者からこんな相談
を受けたことがある。
　福田康夫氏が官房長官だった時代、ある閣僚が「集団レイプ
する人はまだ元気があるからいい。正常に近いんじゃないか」
と発言し、批判を浴びた出来事があった。その最中、福田氏が
夜の番記者懇談でこれを擁護した、というのである。新聞やテ
レビは最初、何も報じなかったが、週刊誌が報道し、国会でも
取り上げられた。しかし、国会答弁で福田氏は否定した。
　相談を持ちかけてきた記者は、福田番であり、懇談の場でそ
の発言をまさに聞いた１人である。記者は「福田はひどい。許
せない」という。私の部下でもなかったから、余計なお世話
だったかもしれないが、筆者は「だったら会見で聞いたらどう
か。『自分もいましたが、あの場で、福田さん、間違いなく言
いましたよね』と」とアドバイスした。
　だが、記者は結局、何も質問しなかった。福田氏から出入り
禁止を言い渡されるだけでなく、会社からも煙たがれることが
分かりきっている、だから質問できない、というのが、その答
えだった。

　聞くべきことを聞かない。聞けない。自分で勝手に萎縮す
る。その結果、権力側におもねることでしか、相手に接近でき
なくなり、そして癒着の芽が生まれていく。官僚化・保守化と
裏表の「事なかれ主義」、その実態を覆い隠す「客観報道」と
いう美名。そうした病理は、報道各社の組織のありように関わ
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る問題であり、「記者クラブ改革」で払拭できるとは思えな
い。「記者クラブ」改革ができたとしても、大手メディアの報
道改革という点からすれば、「現状よりマシ」程度のことだろ
うと思う。

◆　　　◆　　　◆
　記者室については、「公共の建物内の施設を一部の私企業に
独占的に使用させるのはおかしい」「記者室の提供に際し、役
所が光熱費・通信費等を負担するのはおかしい」といった議論
がある。
　この問題は「記者クラブ」をフリージャーナリストやネット
記者らに広く開放することで、解決するはずだ。「記者室」使
用が既存メディア所属の記者に限定されず、開放され、使用の
自由度が格段に増すのであれば、「記者室」使用は公共目的の
色合いが格段に強まるからだ。
　しかも官公庁の場合、記者室はだいたい、大臣室や知事室、
市長室などの近くにある。その記者室を拠点に、ありとあらゆ
る記者が役所内を行き交う。それは権力者にとっては相当に煙
たいことに違いないし、そういう「権力監視の拠点」を簡単に
手放す必要はない。

　「会見の開放が進めば、報道は多様になるはずだ」という考
え方については、急速な変化はないにしても、その通りだろう
と思う。
　記者クラブ加盟記者のみを相手とした政治家のオフレコ懇
談、その際に行われる各社の取材メモ合わせ（お互いに取材内
容を確認し合う習慣）、そういった悪弊は、記者会見の開放で
「少しだけ」風穴が空くかもしれない。
　記者クラブ所属記者は、みなが同じ取材対象を追いかけてい
るうち、その輪の中で安住することに慣れ、公式の場で質問す
ることを忘れてしまったのではないかと思う。
　記者の基本は「質問」である。問いと回答、それへの反問。
その繰り返しである。しかも、そこで得た情報は、広く開示さ
れて初めて社会の役に立つ。だからこそ、記者は質問力を身に
つける必要があるのであり、「仲間うち」や「オフレコ」を前
提とした場では、その力は鍛えることが難しい。記事化を前提
にした質問と、オフレコのそれとでは、質問自体にも大きな違
いが生じるからだ。

◆　　　◆　　　◆
　ところで、筆者は以前、「自由記者クラブ」なるものを構想
し、概要を２００５年にブログ上で公表した（http ://
newsnews.exblog.jp/2849432/）ことがある。頭の体操レベルの
話でしかないが、何かの議論の参考にはなるかもしれない。

　記者クラブ開放を語る際、論者が問題にするのは、ほとんど
が「取材する側の開放」である。「取材される側」（＝発表す
る側）の開放は、全く議論になっていない。記者クラブ開放
は、「取材する側・される側」の双方に開放されてこそ、初め
て、真の意味での「開放」になるのではないか。
　いまの既存メディアの報道ぶりで、一番問題なのは、「発表
依存」「官依存」の報道が多すぎることにある。既存メディア
が、情報の受け手の存在を忘れ、勝手に「読者離れ・視聴者離
れ」を起こしている状態だ。つまりメディアと市民の接点があ
まりにも少ないのである。「自由記者クラブ」は既存記者クラ
ブが持つ閉鎖性を排すると同時に、「何かを発表したい」「訴
えたいことを持っている」市民や団体との接点として機能させ
る。そこに最大の狙いがある。

　以下、構想のポイントを列挙してみよう。

　（１）自由記者クラブには、記者が個人単位で会員として加
盟する。所属組織などによって、会員資格が左右されることは
ない。
　（２）自由記者クラブは、東京・霞ヶ関近辺の民間ビルに広
い部屋を確保し、あらゆる団体・個人がプレス発表できる場所
として存在させる。政府関係者、政治家等もそれに含む。

　（３）自由記者クラブにおける記者会見、簡単なレクチャー
は、原則、だれでもできる。自然保護・環境問題、人権問題を
はじめ、憲法改正問題、労働、教育、医療、福祉、国際関係、
メディア問題等々で活動するＮＧＯ、ＮＰＯ、市民団体、労働
団体、オンブズマン組織等々のほか、訴訟の原告・被告などの
会見もできる。既存記者クラブにおいてレクを受け付けてもら
えなかった場合も歓迎する。
　（４）自由記者クラブでの発表、資料配付は、「情報の東京
一極集中型発信」を避けるため、広く全国から受け付ける。
　（５）自由記者クラブは、会見の様子や配布された資料等を
インターネット上で広く公表する。
　（６）自由記者クラブは、月に２回程度ゲストを招き、記者
会見を兼ねた講演を行う。これは「アジア記者クラブ」の活動
に近い。
　（７）自由記者クラブの事務所には、各種資料やデータベー
ス、作業スペースなど備えて、会員が自由に利用できる場所と
する。

　「自由記者クラブ」は市民とメディアの接点であると同時
に、所属組織などによる壁を越えた、まさに個人単位の「職能
組織」として機能させる。仮に場所が確保できたとしたら、ま
ず第一に、既存の大手メディアが絶対に無視できない会見を設
定することから始め、「自由記者クラブ」の存在を広く社会に
周知することが肝要になる。
　筆者の考えでは、この構想に理解を示す弁護士に協力しても
らい、著名・重要な訴訟に関する会見を「自由記者クラブ」で
開いてもらうのが一番いい。例えば、全国の耳目を集めた刑事
事件の判決があったとしよう。そして、判決後、被告側の会見
が「自由記者クラブ」で行われたとすると、テレビの中継リ
ポーターは「東京の自由記者クラブから中継です」と言わざる
を得ない。そうやって、認知度を高めて行けば、どうだろう
か。

　この論点は、社会が激変しているにもかかわらず、記者クラ
ブが戦後直後とほとんど配置が変わっていないという「固定
化」の問題、すなわち記者配置の固定化が生み出す問題も、あ
ぶり出すのではないか、と感じている。
　例えば、筆者は日本の犯罪報道は、第一に量的に多すぎるこ
とが問題だと感じているが、それは、「各地の警察記者クラブ
に数多くの記者を何十年も配置し続けているからだ」と感じて
いる。一方で、警察の扱う事件はしばしば微罪でも報道される
のに、労働紛争に関する記事が少なすぎるとも思う。それは各
地の労働基準監督局・署に記者クラブがなく、記者を恒常的に
配置させてこなかったからでもある。
　この「自由記者クラブ」構想に考えを巡らせる中では、そう
いった記者クラブの余りにも長きにわたる固定化、それが導き
出してきた「官依存報道」「発表依存報道」の欠陥も明確に見
えてくると思う。

高田昌幸（たかだ・まさゆき）：地方紙勤務。北海道拓殖銀行
の破綻と営業譲渡、地元百貨店の乱脈経営、地元信用金庫の不
正融資事件などを取材。１９９６年、取材班の一員として「北
海道庁公費乱用の一連の報道」で新聞協会賞、および日本
ジャーナリスト会議（ＪＣＪ）奨励賞を受賞。２００４年、取
材班代表として「北海道警の裏金問題取材」で新聞協会賞、Ｊ
ＣＪ大賞、菊池寛賞、新聞労連ジャーナリスト大賞を受賞。
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