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ABSTRACT 
Osaka University of Economics and Law opened the special course called “Media and Modern Society”, 

in 2013. As a part of this course, I lectured on “The Role of Newspaper as Opinion Leader”, and 
inspected editorials of 4 major Japanese newspapers; Asahi, Mainichi, Yomiuri and Sankei Shimbun. 
This report is based on the lecture. Themes remarked are “The state secret protection law”, “Nuclear 
power plant”, “Futenma U.S. Marine base”, “Achievement test”, etc. Opinions of those themes are 
divided into two groups; Asahi・Mainichi Shimbun vs Yomiuri・Sankei Shimbun. It is very important to 
recognize the differences and to have own opinion. 
 On the other hand, sometimes 4 newspapers have similar opinions. For example, “Increase of 
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1.はじめに 

大阪経済法科大学では2013年度、「現代社会とメディア」という講座を設け、様々なメディアの現場で活動している

講師を招いて、メディアを通して現代社会の実像を学ぶユニークな授業を行った。本稿は、その一環として、「オピニ

オンリーダーとしての新聞の使命＝社説検証」と題して行った講義録の一部を修正したうえ、大幅に加筆したもので

ある。新聞の 2 大機能としての論評、その中核である社説の役割と重要性を説明したうえで、朝日・毎日・読売・産経

の 4 大全国紙の社説で“二極分化”傾向が顕著であることを指摘。世論を二分した「特定秘密保護法」を初めとして、

脱依存か再稼働かをめぐる原発論争▽沖縄・普天間の米軍基地移設▽民主党政権と自民党政権で対応が分かれ

た全国学力テスト―などの具体的なテーマごとに前記 4 紙の社説をチエック。その違いを詳述しながら実際の政策や

世論にどのような影響を及ぼしたかを検証した。 

一方、消費税増税やＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）、猪瀬・東京都知事をめぐる 5000 万円疑惑…など 4

紙が共通の主張を展開している問題も取り上げ、同じくその影響などを論述した。さらに、こうした事実関係を踏まえ

たうえで、読まれることの少ない社説の課題と問題点を何点か指摘。講義では一つの法令、政策でも新聞社によって、

その主張に大きな違いがあり、違いを読み解くことによって自分の考えをまとめ、発信していくことの重要性を強調し

た。 

 

２.新聞の二大機能としての論評・社説 

 新聞の代表的な機能としては大きく分けて二つある。一つは事実を迅速かつ正確に伝える報道としての機能。も

う一 つが社会の様々な事象を分析し、その意味合い、対処すべき方途を示す論評という機能である。 

報道機能は①事実のみを伝える「客観報道」②記者の個人的な意見を含む「主観報道」（署名記事など）③ひとつ

の事象を集中的・多角的にとらえ、改善を目指す「キャンペーン報道」（例えば飲酒運転追放、性暴力撲滅等）④公

的な機関や当事者の発表に頼らず、メディア独自で調査し、問題提起を行う「調査報道」…などに区分けされる。日

本新聞協会の新聞倫理綱領（2000 年 6 月制定）に「報道は正確かつ公正でなければならず、記者個人の立場や信

条に左右されてはならない」とあるように、基本は客観報道である。一般的には無署名の記事が多いが、最近の傾向

としては、事件・事故を含めていわゆる客観報道でも、記事の責任を明確にし、読者と接点を持たせるという意味合い

から署名記事が増える傾向にある。 

こうした報道形態の中で、メディア本来のあるべき姿として注目されるのが調査報道である。世界的に有名なのは

1974 年、時のニクソン米大統領を辞任に追い込んだ「ウォーターゲート事件」。ワシントンポスト紙の 2 人の記者が民

主党本部のあるウォーターゲートビルに盗聴器が仕込まれていた事件を 2 年余に渡って追跡取材、共和党の幹部が

関与していたことを突き止めた。取材源はＦＢＩ副長官だったが、本人が 33 年後に名乗り出るまで秘匿された。日本で

は、朝日新聞が 1988 年 6 月 18 日付で報じた神奈川県川崎市の助役の疑惑をきっかけに発覚したリクルート関連会

社の未公開株を巡る大型汚職事件がある。国会議員をはじめ高級官僚、大企業トップなど 20 人が起訴され、時の竹

下内閣が崩壊した。産経新聞が 1980 年 1 月 7 日付で第 1 報を報じ、その後 20 年余にわたって追跡報道を続けた

北朝鮮による日本人拉致事件は 2002 年、小泉首相（当時）の訪朝で拉致被害者 5 人の帰国に結び付いた。教科書

を書き換えるきっかけになった旧石器捏造事件は 200 年 11 月 5 日付の毎日新聞によるものだった。著名考古学者

の発掘で日本列島の旧石器時代は 70 万年前に遡るとされ、教科書にも記述されたが、根拠となった石器は、当の考

古学者が事前に埋めたものを新たに発掘したように装い、歴史を捏造していたことを突き止め、間違った教科書の記
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載が訂正された。その他、鳩山元首相に関わる不正政治献金や一連の食品偽装問題など新聞報道をきっかけに刑

事事件に発展したケースが少なくない。 

一方、「世におもねらず所信を貫く」（前記新聞倫理綱領）のが論評で、その代表例が新聞社としての考え方、主張

を展開する「社説」である。現在新聞協会加盟新聞・通信社 104 社のうち 64 社（共同通信配信を含む）が社説欄を常

設している。担当するのは「論説委員室」というセクションで、全国紙の場合、20～30 人のベテラン記者で構成する。 

社説はどうして作られるのか―。まず、今最も重要な問題は何か、その日の社説として何を取り上げるべきかを討

議する（アジェンダセッティング）。テーマが決まれば、それをどういう方向付けで論じるかを議論し、結論に従ってそ

れぞれ専門分野の委員が執筆する。通常 1 日に 2 本掲載、大きな問題では 1 本の大型社説になる。年頭に１年の課

題を取り上げる元日から数日間は大型社説が続くことが多い。社説欄は固定されているが、きわめて重要と判断した

場合、社によっては 1 面に掲載することもある。合議制による全会一致が原則だが、論説委員長（論説主幹）が裁断

するケースもある。個人の考えではなく、あくまで新聞社としての主張であるから無記名が原則である。 

 

３.二極分化傾向 

社説のスタイルとして、かつては色々な考え方を紹介しながらそれぞれの長所、短所、問題点を指摘する解説型

が多かったが、80 年代後半からは世論が分かれているような場合でも、賛否をはっきり主張する論評型が主流となっ

ている。「大部数を発行する新聞は、どっちつかずのあいまいな国際的無責任、進歩を偽装した保守的、観念的中

立主義に耽溺することは許されない」と述べた 84 年元日の読売新聞の社説以降、各社の姿勢がより鮮明になった、

とされる。ちなみに産経新聞は 92 年に「新聞はみな同じではありません」として「ものを言う新聞」をプレスアイデンティ

ーに掲げた。朝日新聞は 02 年、「闘う社説」を標榜、「新聞は似たり寄ったりだと思っているようだ。だが、決してそうで

はありません」（04 年 4 月 1 日付社説）と論じている。読売は「読売ｖｓ朝日社説対決 50 年」（2001 年 8 月 中公新書）

など、朝日との主張の違いをまとめた本を出して、その独自性をアピールしてきた。産経は月に一度、重要テーマを

取り上げて各紙の社説を比較する「社説検証」という欄を設けている。他 3 紙がすべて匿名なのに対し、毎日は随時、

論説委員個人の署名を入れた「視点」というコーナーを設けている。 

憲法改正に始まって自衛隊の海外派遣、従軍慰安婦、首相の靖国神社参拝、脱原発、ゆとり教育、学力テスト…

など大きく世論が分かれるような問題では、それぞれの社説が対立するケースが目立つようになった。多くの場合、朝

日と毎日に対して読売と産経、という二極分化の傾向が顕著になっている。ややリベラルな傾向があると言われる「朝

毎」に対して保守的な色彩が強いとされる「読産」という構図は、時に国政の与野党の対立とも重複。さらに、それぞ

れの 2 紙を合計した発行部数が拮抗しているという事情もあって、世論への影響度が注目されることになる。 

以下、国論を二分したような最近の重要テーマについて４紙各社の社説の見出しを比較しながらその違いを見て

行きたい。 

 

４.特定秘密保護法 

特定秘密保護法は、国の安全保障にかかわる重要な秘密を洩らした公務員らの罰則を強化する法律で、2013 年

11 月 26 日、衆院を通過。12 月 6 日に参院で可決され、成立した。1 年以内に施行されることになっている。 

防衛・外交・スパイ活動・テロの 4 分野で、特に秘匿する必要がある情報を閣僚らが「特定秘密」に指定。これを洩ら

した公務員らに10年以下の懲役、不正取得の共謀、教唆などにも5年以下の懲役刑を科す。秘密指定は5年だが、
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更新できる。ただし 30 年を超える場合は内閣の承認が必要で、その上限は 60 年（暗号や人的情報をなど 7 項目を

除く）。国民の知る権利につながる報道・取材の自由に十分配慮し、正当な取材は罰しない―などという内容だ。    

政府・与党は、中国、北朝鮮など北東アジアの情勢が緊迫化する中、同盟国や友好国と情報を共有、信頼を得てい

くためには情報漏洩を防ぐ措置が必要であり、安全保障の司令塔となる国家安全保障会議（日本版ＮＳＣ）の機能を

発揮させるためにも欠かせない―として法案を提出した。これに対し、民主党などは、秘密の指定や公開の基準があ

いまいで、政府や官僚の拡大解釈によって情報を隠し続けることができる―などと反対。国会でも激しい論戦が繰り

広げられたが、全国紙 4 紙の主張もはっきり賛否が分かれた。 

 毎日が法案提出前の 10 月 21 日付社説で「この法案に反対だ」としたのに続いて、朝日が法案提出を受けて同月

26 日付で「この法案に反対する」と旗幟を鮮明にした。読売、産経は知る権利との関係や後世の検証などに注文を

つけながらも法案を支持する姿勢をとった。下記で示した社説の見出しは、自民・公明・みんなの党の賛成多数（維

新は欠席）で法案が衆院を通過した翌日の 11 月 27 日付のものである（表 1）。 

 

表 1.特定秘密法案衆院通過を受けての 4 紙の社説。カッコ内は掲載日＝以下同じ 

朝日 特定秘密保護法案 民意おそれぬ力の採決（13・11・27） 

毎日 秘密保護法案衆院通過 民主主義の土台壊すな（同上） 

読売 秘密保護法案 指定対象絞り「原則公開」確実に（同上） 

産経 秘密保護法案 成立に向け大きな前進だ（同上） 

 

 読売は「原則公開」という注文を見出しにとりながらも「日本にも他の先進国と同様の機密保全法制が必要だとの意

思が、明確に示された」「与野党の枠を超えた多くの支持によって、衆院を通過したことは評価できる」と賛同の姿勢

を明確に示した。産経も「国として安全保障の機密を守る法整備は欠かせない」と論じた。一方は「数の力におごった

権力の暴走としかいいようがない」（朝日）「あぜんとする強行劇だった」（毎日）と怒りをあらわにした。そのうえで朝日

は「この法案の問題の本質は、何が秘密に指定されているのかがわからないという『秘密についての秘密』にある。こ

れによって秘密の範囲が知らぬ間に広がっていく」とし、毎日も「『知る権利』に対する十分な保障がなく、秘密をチエ

ックする仕組みが確立されていないなど問題点や疑問点はふくらむばかりだ」と強調した。  

法案が参院で可決、成立した翌日、12 月 7 日付で、4 紙ともテーマを特定秘密保護法 1 本に絞った大型社説を展

開した（表 2）。 

 

表 2．秘密保護法成立を受けての 4 紙社説 

朝日 秘密保護法成立 憲法を骨抜きにする愚挙 外される歯止め 権力集中の危うさ 国会と

国民の決意を（13・12・7） 

毎日 特定秘密保護法成立 民主主義を後退させぬ 息苦しい監視社会に 民意を問うべきだ

（同上） 

読売 秘密保護法成立 国家安保戦略の深化につなげよ 疑念を招かぬよう適切な運用を 統

一的なルール明確に 知る権利とのバランス 「原則公開」も問われる（同上） 

産経 秘密保護法成立 適正運用で国の安全保て 知る権利との両立忘れるな 国民のために

ある秘密 ＮＳＣが機能する前提（同上） 
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朝日は「憲法の根幹である国民主権と三権分立を揺るがす事態だ」と非難。毎日も、強行採決で法が成立した 12

月 6 日を「民主主義が損なわれた日として記憶にとどめたい」と強調したうえで、両紙とも法の廃止や全面的見直しを

求めた。一方、読売、産経は発足したばかりの国家安全保障会議（ＮＳＣ）との関係でも不可欠な法律だ、として歓迎。

ただ、法案審理の過程で政府への不信感が増し、懸念が生じたことや説明が不十分だったことを指摘。第三者によ

る秘密指定のチエック、指定解除のあり方などについて注文を付けた。 

内容と同時に、この問題を取り扱った社説の量からみても姿勢の違いがはっきり分かる。毎日は 11 月 5 日から「秘

密保護法案を問う（後半は「秘密保護法案参院審議を問う」というカットをつけて 12 月 8 日までに計 25 回、この問題

を取り上げた。ほぼ連日といっていい。同じ期間に朝日は 18 回、これに対し読売は 6 回、産経は 4 回しか取り上げて

いない。この 4 紙のほか、全国紙の日本経済新聞は、法整備の必要性は認めながらも内容に疑問を呈し、強行採決

という国会運営を厳しく批判するなど反対の立場をとっている。また、地方紙の大半も批判的な社説を掲載している。 

こうした社説がどれほど世論に影響したか、厳密に検証する手立てはないが、参考までに法案成立直後のそれぞ

れの社の世論調査結果を見ると、内閣支持率に一定の傾向が顕著に表れている（表 3）。 

 

表 3.法成立直後の各紙の世論調査結果。単位％。カッコ内は前回比 

  朝日 毎日 読売 産経 

支持率 46（－3） 49（－5） 55（－9） 47（－9） 

不支持率 34（＋4） 34（＋8） 38（＋15） 39（＋13）

 

朝日は法成立翌日の 12 月 7 日の緊急世論調査で（紙面は 8 日付）を行った。安倍内閣の支持率は 46％、不支持

は 34％。前回の 11 月 30 日～12 月 1 日の調査結果と比べて支持が 3 ポイント減り、不支持は 4 ポイント増えた。毎

日は 12 月 21、22 日の調査（24 日付）で、支持が 11 月の前回より 5 ポイント減って 49％と、同紙の調査としては 2012

年 12 月の安倍内閣発足以来初めて 5 割を切った。不支持は 8 ポイント上がって 34％と、こちらも最高を記録。 

読売は 12 月 6～8 日の調査で（紙面は 10 日付）、支持は 1 か月前より 9 ポイント減の 55％で、こちらも同内閣発

足以来最低。不支持は 15 ポイント増えて 38％。産経（12 月 14、15 日調査で 16 日付）も 47％で、1 か月前より 9 ポイ

ント減少。逆に不支持は 13 ポイント増の 39％だった。 

 

 

 

図 1. 2013 年 12 月 24 日付毎日新聞 図 2.2013 年 12 月 10 日付読売新聞 図 3.2014 年１月６日付産経新聞 

 

このように 4 紙とも支持が減り、不支持が増えている。さらに特徴的なのは、もともと安倍政権寄りで、今回の特定秘

密法に対しても賛成の立場だった読売と産経の支持率の下落幅が 9 ポイントと、朝日・毎日の 5～3 ポイントと比べて

高い。不支持率も読売・産経は 2 ケタ増で、朝日・毎日より 4 ポイント以上高くなっている。 

 

更新できる。ただし 30 年を超える場合は内閣の承認が必要で、その上限は 60 年（暗号や人的情報をなど 7 項目を

除く）。国民の知る権利につながる報道・取材の自由に十分配慮し、正当な取材は罰しない―などという内容だ。    

政府・与党は、中国、北朝鮮など北東アジアの情勢が緊迫化する中、同盟国や友好国と情報を共有、信頼を得てい

くためには情報漏洩を防ぐ措置が必要であり、安全保障の司令塔となる国家安全保障会議（日本版ＮＳＣ）の機能を

発揮させるためにも欠かせない―として法案を提出した。これに対し、民主党などは、秘密の指定や公開の基準があ

いまいで、政府や官僚の拡大解釈によって情報を隠し続けることができる―などと反対。国会でも激しい論戦が繰り

広げられたが、全国紙 4 紙の主張もはっきり賛否が分かれた。 

 毎日が法案提出前の 10 月 21 日付社説で「この法案に反対だ」としたのに続いて、朝日が法案提出を受けて同月

26 日付で「この法案に反対する」と旗幟を鮮明にした。読売、産経は知る権利との関係や後世の検証などに注文を

つけながらも法案を支持する姿勢をとった。下記で示した社説の見出しは、自民・公明・みんなの党の賛成多数（維

新は欠席）で法案が衆院を通過した翌日の 11 月 27 日付のものである（表 1）。 

 

表 1.特定秘密法案衆院通過を受けての 4 紙の社説。カッコ内は掲載日＝以下同じ 

朝日 特定秘密保護法案 民意おそれぬ力の採決（13・11・27） 

毎日 秘密保護法案衆院通過 民主主義の土台壊すな（同上） 

読売 秘密保護法案 指定対象絞り「原則公開」確実に（同上） 

産経 秘密保護法案 成立に向け大きな前進だ（同上） 

 

 読売は「原則公開」という注文を見出しにとりながらも「日本にも他の先進国と同様の機密保全法制が必要だとの意

思が、明確に示された」「与野党の枠を超えた多くの支持によって、衆院を通過したことは評価できる」と賛同の姿勢

を明確に示した。産経も「国として安全保障の機密を守る法整備は欠かせない」と論じた。一方は「数の力におごった

権力の暴走としかいいようがない」（朝日）「あぜんとする強行劇だった」（毎日）と怒りをあらわにした。そのうえで朝日

は「この法案の問題の本質は、何が秘密に指定されているのかがわからないという『秘密についての秘密』にある。こ

れによって秘密の範囲が知らぬ間に広がっていく」とし、毎日も「『知る権利』に対する十分な保障がなく、秘密をチエ

ックする仕組みが確立されていないなど問題点や疑問点はふくらむばかりだ」と強調した。  

法案が参院で可決、成立した翌日、12 月 7 日付で、4 紙ともテーマを特定秘密保護法 1 本に絞った大型社説を展

開した（表 2）。 

 

表 2．秘密保護法成立を受けての 4 紙社説 

朝日 秘密保護法成立 憲法を骨抜きにする愚挙 外される歯止め 権力集中の危うさ 国会と

国民の決意を（13・12・7） 

毎日 特定秘密保護法成立 民主主義を後退させぬ 息苦しい監視社会に 民意を問うべきだ

（同上） 

読売 秘密保護法成立 国家安保戦略の深化につなげよ 疑念を招かぬよう適切な運用を 統

一的なルール明確に 知る権利とのバランス 「原則公開」も問われる（同上） 

産経 秘密保護法成立 適正運用で国の安全保て 知る権利との両立忘れるな 国民のために

ある秘密 ＮＳＣが機能する前提（同上） 
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発足以来高い数字を保ってきた安倍内閣の支持率が、ここへきて一斉に下落に転じたのは、審議のあり方を含め

た特定秘密法問題が影響していることは否めない（図 1.2013 年 12 月 24 日付毎日新聞、図 2.2013 年 12 月 10 日付

読売新聞、図 3.2014 年１月６日付産経新聞参照）。ただ、減ったとはいえ 46～55％の支持率を保っているのは、致

命的な打撃にまではなっていない、とも言える。（内閣支持率の危険水域は 30％台とされる）。 

 

5.脱原発依存か再稼働か 

 資源小国の我が国は、これまで国策として原子力発電を積極的に推進してきた。温室効果ガスの削減や石油の高

騰もあって、民主党政権下の 2010 年の第 3 次エネルギー計画では 50 基の原発を 2030 年までに 14 基以上新増設、

エネルギーの原発比率を約 50％まで持っていこうとしていた。しかし、東日本大震災による東京電力福島第一原発

の事故で事情は一変。民主党政権は 2012 年 9 月、「原発の新増設は一切認めず、2030 年代までに原発ゼロを可能

にする」と、脱原発依存に舵を切った。稼働中の原発も、安全審査基準を根底から見直すこととし、2013 年末現在 1

基の原発も稼働していない。太陽熱、風力など再生可能エネルギーの導入に力を入れているが、実際には原子力の

変わりは火力発電で補っており、それに伴う原油・液化天然ガスの輸入増加額は年間 3 兆円を超えている。 

自民党は政権復帰後の 13 年 12 月、第 4 次エネルギー計画を策定、原発を「重要なベース電源」と位置付け、安

全が確認された原発から再稼働させる方針を明らかにしている。 

こうした状況下で、原発を巡る問題でも４紙の社説は下記の通り、典型的な二極分化の主張を展開している（表

4）。 

 

表 4.原発問題を巡る 4 紙の社説の主な見出し 

朝日 原発世論調査 国民の不信は当然だ（12・3・14） 

 原発ゼロ 最後は国民の決断だ（13・11・14） 

毎日 原発政策転換 脱依存の道筋早く示せ（12・3・7） 

 小泉氏の発言 首相は耳を傾け決断を（13・11・13） 

読売 「原発検査」了承 政府が決断し再稼働目指せ（12・3・24） 

 小泉元首相発言 「原発ゼロ」を掲げる見識を疑う（13・10・8） 

産経 福島事故 2 年 原発活用し生き残ろう（13・3・12） 

 小泉会見 「原発ゼロ」は無責任だ（13・11・14） 

                          

 表に出てくる「小泉発言」というのは、小泉純一郎元首相が首相時代の原発推進の主張を一変させて、13 年秋ごろ

から「脱原発」を言い出し、多くのメディアに取り上げられるなど波紋を呼んだことを指す。それを読売が 10 月 8 日付

社説で厳しく批判。これに対し、小泉氏が 11 月 12 日に日本記者クラブで記者会見を開いて反論したのを受けて朝

日、毎日がこれを支持、産経が非難する社説を展開したものである。 

 原発問題は、我が国のエネルギー政策の根幹にかかわる問題であるだけでなく、地球的な規模で論争が続いてい

るだけに各メディアの“対決”が、なお一層厳しさをましていくことは間違いないところだろう。 
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６.米軍普天間基地移設問題 

 沖縄問題、なかんずく米軍基地問題は防衛、日米安保と直結するだけに、常にシビアな論戦が展開される。米軍

普天間基地（宜野湾市）は、住宅街のど真ん中にあって、「世界一危険な飛行場」と呼ばれ、早くから移転問題が起

きていた。前の自民党政権下の 2007 年、名護市辺野古沖を埋め立てて滑走路をつくり、基地を移設するという日米

合意ができ、必要な手続きに入っていた。ところが、政権交代を果たした民主党の鳩山首相（当時）が「最低でも県外」

と言い出し、事態が紛糾。オバマ大統領に「腹案はある」「トラストミー」と大見えを切ったものの、何の解決策も示せず

日米関係は最悪の状態に陥った。 

野田首相になってようやく動き出し、名護市辺野古沖埋め立てに伴う環境影響評価（アセスメント）手続きを仲井

間・沖縄県知事に対して行うことを決めた。それを受けた 4 紙の社説が分かれた（表 5）。 

 

表 5.民主党・野田内閣の方針に対する社説 

朝日 普天間アセス 展望なき一手の愚かさ（11・10・19） 

毎日 普天間移設 辺野古案は実現困難だ（11・10・17） 

読売 普天間移設 首相は辺野古に「本気」示せ（11・10・24） 

産経 普天間移設 首相は沖縄説得に汗流せ（11・10・19） 

 

もともと知事は辺野古移設に対し条件付き容認の態度だったが、鳩山発言を機に「県外」を主張するようになり、地

元名護市の市長も容認派から反対派に代わり、県議会も県外・国外を求めるなど当時、容易に知事の承認を得られ

るような状況ではなかった。このため、朝日・毎日は辺野古移設は不可能だとして、野田政権に撤回を求めた。対す

る読売・産経はこの移設計画を最良だとして、強く政府に推進を迫った。 

その後膠着状態が続いたが、安倍政権になって動きが活発化。2014 年度の予算編成にあたって沖縄支援を大幅

に増やしたほか、沖縄の負担軽減策を前面に打ち出したこともあって、仲井間知事の態度が軟化。13年12月27日、

辺野古沖の埋め立てを承認した。翌日 4 紙がそろって取り上げた。（表 6）。 

 

表 6、沖縄県知事の埋め立て承認を受けての 4 紙社説 

朝日 辺野古埋め立て 沖縄の負担を分かち合おう（13・12・28） 

毎日 辺野古埋め立て 県民は納得していない（同上） 

読売 辺野古移設承認 日米同盟強化へ重要な前進だ（同上） 

産経 辺野古承認 重い決断受け着工急げ（同上） 

 

朝日は一見、賛否が明確でないような見出しだが、「普天間の危険は一刻も早く除かなければならない。だからと

いって在日米軍基地の 74％を抱える沖縄県内に新たな基地をつくらなければならないのか」「知事は 3 年前『県外移

設』を掲げて再選された。なのになぜ埋め立てを認めるのか」と批判。あくまで「県外移設」の努力をすべきだと求めて

いる。毎日も「県外移設」の選挙公約と矛盾するものだとしたうえで、「『普天間の 5 年以内の運用停止、早期返還』は、

首相は明確に回答せず、普天間の危険性除去の重要性を知事と確認するにとどまった。いずれも空手形に終わりか

ねない」と手厳しい。そして沖縄の負担軽減策がある程度実行されたとしても県民の納得を得るのは難しいだろう―と

述べている。 

 

発足以来高い数字を保ってきた安倍内閣の支持率が、ここへきて一斉に下落に転じたのは、審議のあり方を含め

た特定秘密法問題が影響していることは否めない（図 1.2013 年 12 月 24 日付毎日新聞、図 2.2013 年 12 月 10 日付

読売新聞、図 3.2014 年１月６日付産経新聞参照）。ただ、減ったとはいえ 46～55％の支持率を保っているのは、致

命的な打撃にまではなっていない、とも言える。（内閣支持率の危険水域は 30％台とされる）。 

 

5.脱原発依存か再稼働か 

 資源小国の我が国は、これまで国策として原子力発電を積極的に推進してきた。温室効果ガスの削減や石油の高

騰もあって、民主党政権下の 2010 年の第 3 次エネルギー計画では 50 基の原発を 2030 年までに 14 基以上新増設、

エネルギーの原発比率を約 50％まで持っていこうとしていた。しかし、東日本大震災による東京電力福島第一原発

の事故で事情は一変。民主党政権は 2012 年 9 月、「原発の新増設は一切認めず、2030 年代までに原発ゼロを可能

にする」と、脱原発依存に舵を切った。稼働中の原発も、安全審査基準を根底から見直すこととし、2013 年末現在 1

基の原発も稼働していない。太陽熱、風力など再生可能エネルギーの導入に力を入れているが、実際には原子力の

変わりは火力発電で補っており、それに伴う原油・液化天然ガスの輸入増加額は年間 3 兆円を超えている。 

自民党は政権復帰後の 13 年 12 月、第 4 次エネルギー計画を策定、原発を「重要なベース電源」と位置付け、安

全が確認された原発から再稼働させる方針を明らかにしている。 

こうした状況下で、原発を巡る問題でも４紙の社説は下記の通り、典型的な二極分化の主張を展開している（表

4）。 

 

表 4.原発問題を巡る 4 紙の社説の主な見出し 

朝日 原発世論調査 国民の不信は当然だ（12・3・14） 

 原発ゼロ 最後は国民の決断だ（13・11・14） 

毎日 原発政策転換 脱依存の道筋早く示せ（12・3・7） 

 小泉氏の発言 首相は耳を傾け決断を（13・11・13） 

読売 「原発検査」了承 政府が決断し再稼働目指せ（12・3・24） 

 小泉元首相発言 「原発ゼロ」を掲げる見識を疑う（13・10・8） 

産経 福島事故 2 年 原発活用し生き残ろう（13・3・12） 

 小泉会見 「原発ゼロ」は無責任だ（13・11・14） 

                          

 表に出てくる「小泉発言」というのは、小泉純一郎元首相が首相時代の原発推進の主張を一変させて、13 年秋ごろ

から「脱原発」を言い出し、多くのメディアに取り上げられるなど波紋を呼んだことを指す。それを読売が 10 月 8 日付

社説で厳しく批判。これに対し、小泉氏が 11 月 12 日に日本記者クラブで記者会見を開いて反論したのを受けて朝

日、毎日がこれを支持、産経が非難する社説を展開したものである。 

 原発問題は、我が国のエネルギー政策の根幹にかかわる問題であるだけでなく、地球的な規模で論争が続いてい

るだけに各メディアの“対決”が、なお一層厳しさをましていくことは間違いないところだろう。 
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一方の読売は「1996 年の日米合意以来、様々な曲折を経てきた米軍普天間飛行場の移設問題の解決に向けて

重要な前進である」と書き出して、「日本の安全保障環境が悪化する中、同盟関係をより強靭で持続可能なものにす

るという大きな意義を持つ」と、知事の「苦渋の決断」を評価。政府には地元の理解を得る努力をするよう求めている。

産経も、長年の懸案が実現に向けて大きく前進した、と歓迎。「国民と領土を守るために必要な移設実現への取り組

みを加速しなければならない」と、沖縄県民を含む国民全体で抑止力を考えることの重要性を指摘している。 

この問題では、移転先の名護市長が移設に絶対反対であるうえ、県議会の大勢も移設反対。さらに与党内で自民

と公明の足並みも揃っていないなど、なお懸案は山積しており、先行き予断を許さない状況が続いている。 

◇ 

安全保障問題では、沖縄米軍基地に象徴される日米安保とともに、自衛隊のあり方が論争になることも少なくない。

自民党の憲法改正草案で自衛隊を「国防軍」に名称変更するとし、同党が2012年12月の衆院選の選挙公約に掲げ

た際も 4 紙の主張が真っ二つに分かれた(表７) 。 

 

表７.「国防軍」に対する 4 紙社説 

朝日 国防軍構想 自衛隊でなぜ悪い（12・11・29） 

毎日 自民の「国防軍」 名称変更の意図を疑う（12・11・27） 

読売 「国防軍」 本質的な憲法論議に踏み込め（12・11・28） 

産経 「国防軍」 平和と安全守るに必要 民主党は見解を明確にせよ（12・11・27） 

  

７.全国学力テスト                                     

教育問題でもしばしば二極分化が鮮明になる。全国学力テストを巡る様々な論争もその一つである。現在の学力

テストは 2007 年から始まり、小学 6 年、中学 3 年を対象に国語、算数（数学）の 2 教科で行われている。民主党政権

下では抽出方式（3 割）だったが、自民党が政権に復帰した 2013 年 4 月には、4 年ぶりに全員参加方式で行われ、

全国で 228 万人が参加。8 月に結果が公表された。学力テストでは、結果を公表することによって序列化が進み、過

度の競争を生む恐れがある、ということが問題になってきた。旧学力テストが 1960 年代に廃止されたのもその弊害が

出たためとされ、新しいテスト制度でも市町村別や学校別の結果公表は、その学校が自主的に公表する以外禁じら

れてきた。しかし、文部科学省が 2013 年 11 月、14 年度以降市町村教委の判断で学校別結果を発表してもいいと、

実施要項の見直しを決めた。これに対する 4 紙の社説は以下の通りである(表８)。 

 

表 8.学力テスト結果公表の見直しに対する 4 紙社説 

朝日 学力調査公表 序列化解禁ではない（13・11・30） 

毎日 学力テスト成績 学校別の公表は無用だ（同上） 

読売 全国学力テスト 結果公表を教育改善に生かせ（13・12・1） 

産経 学校別公表 順位付け嫌わず活用せよ（13・12・3） 

 

もともと学力テストは抽出方式で十分であり、50 億円もかけて全員参加方式にする必要はない―としてきた朝日、

毎日は学校別公表にも異を唱えた。特に毎日は「無用」と言い切り、「結果から子供たち全体の改善指導を工夫し、

追跡調査で成果を検証していく。その方が、学校の成績順位よりはるかに重要だろう」と強調。「（公表の）判断を教委
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にゆだねること自体、責任の丸投げではないか」と文科省を批判した。朝日も「学校や家庭の心配が根強いのに、な

ぜ『来年から』と急ぐのか疑問が残る」「大切なのは格差是正に役立てることだ」と、結果公表が学校格差を広げるリス

クが高いことに強い懸念を示している。 

一方、産経は、これまで公表を禁じてきたことを「競争や評価を嫌う。結果をあいまいにし、責任をとらない。戦後の

教育界の悪弊である」と指摘、「適正な公表は学力向上に欠かせない」「順位付けを嫌っては長所や弱点が分からな

い」と公表結果の積極的な活用を促している。読売も「子供の学力テストの結果は出来る限り、教育委員会や教師、

保護者で共有する。それが学校教育への理解と協力を得ることにつながろう」と述べ、「学力テストを通した適切な競

い合いは、教育現場を活性化させる効果が期待できよう」と文科省の決定を評価している。 

2013 年 4 月の学力テストについては、結果が公表された直後の 8 月末にも 4 紙が一斉に取り上げ、それぞれの立

場から以下のように論述している(表 9)。 

 

表 9.学力テスト結果についての 4 紙社説 

朝日 全国学力調査 ランキングから卒業を（13・8・28） 

毎日 学力テスト 少人数指導で向上図れ（同上） 

読売 全国学力テスト 苦手分野をどう克服するか（13・8・29） 

産経 学力テスト 全員調査を続けてほしい（同上） 

 

結果公表で序列化、ランキング化が進むのを懸念する朝日・毎日に対し、読売・産経は全国調査で詳細なデータ

が得られたことを歓迎、教育現場で有効活用するよう求めている。 

◇ 

教育関連では、教科書検定改革問題でも 4 紙の社説が二分化した。2013 年 11 月、下村文科相が「教科書改革実

行プラン」として、教科書検定の基準見直しを発表した。主なものは①重大な欠陥があれば検定不合格とする②政府

の統一見解や確定判決を踏まえる③伝統と文化を尊重し国と郷土について学ぶ④見解が分かれるものはバランスの

とれた記述をする―などだが、朝日・毎日がこれに激しく反発、読売・産経は肯定する姿勢を示した。4 紙の社説の見

出しは表 10 の通りだが、朝日は「検定制度の根幹である多様さと客観主義が損なわれる。撤回すべきだ」とし、毎日

も「政権の関与介入がこれを足がかりに進みはしないか」と強い危惧の念を示した。一方、読売は郷土や歴史認識に

関し日本の立場を教えることは「国際社会で日本の正当性を発信する人材を育てる上でも重要だ」とし、産経は「他

国の主張ばかり強調するような教科書の偏向記述が後を絶たない」と述べて、是正を求める方針を当然視した(表

10)。 

 

表 10.教科書検定基準見直しに対する 4 紙社説 

朝日 教科書検定 「重大な欠陥」の欠陥（13・11・19） 

毎日 教科書検定改革 多様化の流れを止めるな（13・11・23） 

読売 教科書検定基準 領土と歴史の理解に役立つ（13・11・16） 

産経 検定基準改正 「国」深く学べる教科書に（13・11・17） 

◇ 

原爆の悲惨さを描いた故中沢啓二さんの漫画「はだしのゲン」について、松江市教育委員会が市内の小中学校に

対し、閲覧制限の措置を取っていたことも大きな話題になった。 

 

一方の読売は「1996 年の日米合意以来、様々な曲折を経てきた米軍普天間飛行場の移設問題の解決に向けて

重要な前進である」と書き出して、「日本の安全保障環境が悪化する中、同盟関係をより強靭で持続可能なものにす

るという大きな意義を持つ」と、知事の「苦渋の決断」を評価。政府には地元の理解を得る努力をするよう求めている。

産経も、長年の懸案が実現に向けて大きく前進した、と歓迎。「国民と領土を守るために必要な移設実現への取り組

みを加速しなければならない」と、沖縄県民を含む国民全体で抑止力を考えることの重要性を指摘している。 

この問題では、移転先の名護市長が移設に絶対反対であるうえ、県議会の大勢も移設反対。さらに与党内で自民

と公明の足並みも揃っていないなど、なお懸案は山積しており、先行き予断を許さない状況が続いている。 

◇ 

安全保障問題では、沖縄米軍基地に象徴される日米安保とともに、自衛隊のあり方が論争になることも少なくない。

自民党の憲法改正草案で自衛隊を「国防軍」に名称変更するとし、同党が2012年12月の衆院選の選挙公約に掲げ

た際も 4 紙の主張が真っ二つに分かれた(表７) 。 

 

表７.「国防軍」に対する 4 紙社説 

朝日 国防軍構想 自衛隊でなぜ悪い（12・11・29） 

毎日 自民の「国防軍」 名称変更の意図を疑う（12・11・27） 

読売 「国防軍」 本質的な憲法論議に踏み込め（12・11・28） 

産経 「国防軍」 平和と安全守るに必要 民主党は見解を明確にせよ（12・11・27） 

  

７.全国学力テスト                                     

教育問題でもしばしば二極分化が鮮明になる。全国学力テストを巡る様々な論争もその一つである。現在の学力

テストは 2007 年から始まり、小学 6 年、中学 3 年を対象に国語、算数（数学）の 2 教科で行われている。民主党政権

下では抽出方式（3 割）だったが、自民党が政権に復帰した 2013 年 4 月には、4 年ぶりに全員参加方式で行われ、

全国で 228 万人が参加。8 月に結果が公表された。学力テストでは、結果を公表することによって序列化が進み、過

度の競争を生む恐れがある、ということが問題になってきた。旧学力テストが 1960 年代に廃止されたのもその弊害が

出たためとされ、新しいテスト制度でも市町村別や学校別の結果公表は、その学校が自主的に公表する以外禁じら

れてきた。しかし、文部科学省が 2013 年 11 月、14 年度以降市町村教委の判断で学校別結果を発表してもいいと、

実施要項の見直しを決めた。これに対する 4 紙の社説は以下の通りである(表８)。 

 

表 8.学力テスト結果公表の見直しに対する 4 紙社説 

朝日 学力調査公表 序列化解禁ではない（13・11・30） 

毎日 学力テスト成績 学校別の公表は無用だ（同上） 

読売 全国学力テスト 結果公表を教育改善に生かせ（13・12・1） 

産経 学校別公表 順位付け嫌わず活用せよ（13・12・3） 

 

もともと学力テストは抽出方式で十分であり、50 億円もかけて全員参加方式にする必要はない―としてきた朝日、

毎日は学校別公表にも異を唱えた。特に毎日は「無用」と言い切り、「結果から子供たち全体の改善指導を工夫し、

追跡調査で成果を検証していく。その方が、学校の成績順位よりはるかに重要だろう」と強調。「（公表の）判断を教委
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同市教委は、漫画の中に旧日本兵がアジア人の首を面白半分に切り落としたり、妊婦の腹を裂いて赤ん坊を引っ張

り出すなど残酷な場面があるとして、2012 年 12 月、それまで子供たちが自由に読めたのを、書庫に収めて教師の許

可がなければ読めないようにした。この問題が 13 年 8 月発覚、強く非難して即時撤回を求めた朝日・毎日に対し、教

育上の配慮にも言及した読売・産経の主張が違いを見せた。市教委は公開の委員会に諮っていなかったという手続

き上の不備があったことを理由に、間もなく制限措置を撤回した(表 11)。 

 

表 11.「はだしのゲン」閲覧制限についての 4 紙社説 

朝日 はだしのゲン 閲覧制限はすぐ撤回を（13・8・20） 

毎日 はだしのゲン 戦争知る貴重な作品だ（同上） 

読売 「はだしのゲン」 教育上の配慮をどう考えるか（13・8・25） 

産経 はだしのゲン 教育的配慮も無視できぬ（13・8・28） 

 

８.全国紙 4 紙同趣旨の主張 

8-1.消費税増税 

ここまで「二極分化」にこだわって、明確に社説が対立するテーマを選んで論述してきたが、4 紙が同じ方向で社説

を展開することもある。例えば、2014年4月から3％の増税が決まっている消費税。4紙とも早い段階から一貫して「値

上げせざるを得ない」という主張を繰り返してきた。ＧＤＰの 2 倍を超える 1000 兆円もの借金を抱える世界最悪の財政

状況であるうえ、年間 1 兆円ずつ増える社会保障費のねん出には、消費税増税で対処するしかないという見解であり、

政府方針とも一致している。ただ、増税によって低所得者層の負担がより重くなるという逆進性にどう対処するかという

難しい問題がある。政府としては、現行の 5％から 3％上げ 8％にする 2014 年 4 月の時点では、低所得者層には一

定の現金給付で対処する方針だが、さらに 2％上げて 10％にする予定の 2015 年 10 月の段階でどうするか。ヨーロッ

パの多くの国は、食品など生活必需品は低い税率のまま据え置くという「軽減税率」制度を導入している。この制度導

入については与党内でも公明党が積極的なのに対し自民党は慎重と、意見が分かれている。結局、「10％時に導入」

(与党税制大綱)というあいまいな表現で決着したが、10％にすると同時に軽減税率を導入するのか、上げた後適当

な時期に導入するのかがはっきりしていない。この導入時期については 4 紙の社説も一致しているわけではない(表

12)。 

 

表 12.軽減税率導入に対する 4 紙社説 

朝日 軽減税率 増税の趣旨を忘れるな（13・12・16） 

毎日 軽減税率 10％と同時に導入せよ（13・12・13） 

読売 与党税制大綱 消費税 10％と同時に軽減税率を（同上） 

産経 軽減税率導入 「10％と同時」は不可欠だ（同上） 

 

毎読産の 3 紙が「10％と同時」を強く主張しているのに対し、朝日は「所得の多い人まで恩恵を受け、税収が目減り

する」「適用する商品やサービスの線引きも難しい」など軽減税率には課題が多く、10％までは現金給付などで低所

得者対策を講じ、10％超時に欧州各国を参考に軽減税率を検討すべきだ、という主張だ。 
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ただ、ヨーロッパの多くの国々と同様、「文化に税金をかけるべきではない」として、新聞・雑誌類を食品などと同じく

軽減税率の対象にすべきだという点では一致している。なお、主なヨーロッパの消費税率,軽減税率の食品等、同新

聞等は以下の通りである(表 13)。 

 

表 13.主な国の消費税率と軽減税率（単位％） 

 消費税 食品 新聞 

イギリス 20 0 0 

フランス 19.6 5.5 2.1 

ドイツ 19 7 7 

スウェーデン 25 12 6 

 

8-2.ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定） 

 ＴＰＰへの参加交渉も 4 紙がそろって早くから主張してきた問題である。ＴＰＰは物品の関税は例外なく 10 年以内に

すべて撤廃するほか、知的財産、国有企業と私企業の競争政策など幅広い分野での包括的な自由化によって太平

洋地域の経済統合を目指そうという交渉で、日米豪やペルー、ベトナム、マレーシアなど経済発展の異なる 12 か国

が参加している。日本は農業や医療関係者を中心に参加反対の声が強く、2013 年 7 月に一番遅れて参加した。交

渉ではコメ、麦など農業 5分野の関税維持を主張する日本と全品目の撤廃を譲らない米国との対立や医薬品の特許

など知的財産を巡る米国と新興国との溝が埋まらず、目標としていた 13 年中の妥結はならなかった。4 紙とも、日本

がアジア太平洋地域の発展を取り込み、成長していくためにはぜひとも必要な協定であり、アメリカを説得、新興国と

の橋渡し役を務める一方、譲るべきは譲って合意へ向けて努力すべきだとの見解を述べている(表 14)。 

 

表 14.ＴＰＰ交渉に関する 4 紙の社説 

朝日 ＴＰＰ交渉 日本がなすべきことは（13・12・12） 

毎日 ＴＰＰ交渉越年 日米は打開に知恵絞れ（同上） 

読売 ＴＰＰ交渉 日米対立が招いた合意先送り（13・12・11） 

産経 ＴＰＰ交渉 期限を設け早期の妥結を（13・12・12） 

 

なおＴＰＰについては、日本にとって特に農業問題が重要課題であることから、地方紙では参加に慎重な論陣を

張る新聞社が少なくないことを付記しておく。 

 

8-3.国会改革・一票の格差 

 一票の価値に最大 2.43 倍の格差があった 2011 年 12 月の衆院選について、最高裁は 13 年 11 月 20 日、「選挙

は違憲状態だった」とする判決（15 人の裁判官のうち 2 人は「違憲」）を言い渡した。翌 21 日、4 紙はこの問題 1 本に

絞った大型社説を展開、特に朝毎産の 3 紙は怒りも込めて国会の怠慢を非難した。さらに 4 紙そろって、国会自らの

手で抜本的な改革ができない以上、「第三者」にゆだねるべきだ、と迫った。 

今回対象になった選挙は前回、2009 年の衆院選（最大格差 2.30 倍）より格差が拡大。また、高裁段階では 14 件

が「違憲」（うち 2 件は選挙無効）と判断、「違憲状態」は 2 件だけだっただけに、最高裁も「違憲状態」より厳しい「違憲」

という初の判断を下すのでは、という見方もあった。それだけに、朝日・毎日は国会への非難とは別に、最高裁の判

 

同市教委は、漫画の中に旧日本兵がアジア人の首を面白半分に切り落としたり、妊婦の腹を裂いて赤ん坊を引っ張

り出すなど残酷な場面があるとして、2012 年 12 月、それまで子供たちが自由に読めたのを、書庫に収めて教師の許

可がなければ読めないようにした。この問題が 13 年 8 月発覚、強く非難して即時撤回を求めた朝日・毎日に対し、教

育上の配慮にも言及した読売・産経の主張が違いを見せた。市教委は公開の委員会に諮っていなかったという手続

き上の不備があったことを理由に、間もなく制限措置を撤回した(表 11)。 

 

表 11.「はだしのゲン」閲覧制限についての 4 紙社説 

朝日 はだしのゲン 閲覧制限はすぐ撤回を（13・8・20） 

毎日 はだしのゲン 戦争知る貴重な作品だ（同上） 

読売 「はだしのゲン」 教育上の配慮をどう考えるか（13・8・25） 

産経 はだしのゲン 教育的配慮も無視できぬ（13・8・28） 

 

８.全国紙 4 紙同趣旨の主張 

8-1.消費税増税 

ここまで「二極分化」にこだわって、明確に社説が対立するテーマを選んで論述してきたが、4 紙が同じ方向で社説

を展開することもある。例えば、2014年4月から3％の増税が決まっている消費税。4紙とも早い段階から一貫して「値

上げせざるを得ない」という主張を繰り返してきた。ＧＤＰの 2 倍を超える 1000 兆円もの借金を抱える世界最悪の財政

状況であるうえ、年間 1 兆円ずつ増える社会保障費のねん出には、消費税増税で対処するしかないという見解であり、

政府方針とも一致している。ただ、増税によって低所得者層の負担がより重くなるという逆進性にどう対処するかという

難しい問題がある。政府としては、現行の 5％から 3％上げ 8％にする 2014 年 4 月の時点では、低所得者層には一

定の現金給付で対処する方針だが、さらに 2％上げて 10％にする予定の 2015 年 10 月の段階でどうするか。ヨーロッ

パの多くの国は、食品など生活必需品は低い税率のまま据え置くという「軽減税率」制度を導入している。この制度導

入については与党内でも公明党が積極的なのに対し自民党は慎重と、意見が分かれている。結局、「10％時に導入」

(与党税制大綱)というあいまいな表現で決着したが、10％にすると同時に軽減税率を導入するのか、上げた後適当

な時期に導入するのかがはっきりしていない。この導入時期については 4 紙の社説も一致しているわけではない(表

12)。 

 

表 12.軽減税率導入に対する 4 紙社説 

朝日 軽減税率 増税の趣旨を忘れるな（13・12・16） 

毎日 軽減税率 10％と同時に導入せよ（13・12・13） 

読売 与党税制大綱 消費税 10％と同時に軽減税率を（同上） 

産経 軽減税率導入 「10％と同時」は不可欠だ（同上） 

 

毎読産の 3 紙が「10％と同時」を強く主張しているのに対し、朝日は「所得の多い人まで恩恵を受け、税収が目減り

する」「適用する商品やサービスの線引きも難しい」など軽減税率には課題が多く、10％までは現金給付などで低所

得者対策を講じ、10％超時に欧州各国を参考に軽減税率を検討すべきだ、という主張だ。 
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断を「寛容すぎる」「消極的」と批判した。朝日は「立法府をチエックする役割をみずから限定するかのような判断であ

り、それを言い出せば、最高裁に違憲審査権が与えられている意味がない」とまで言い切った。毎日も「最高裁の消

極的な姿勢は疑問だ。政治への配慮が、国会の怠慢を許すことに明らかにつながっているからだ」とした。読売が「1

票の格差を絶対視せず、地域事情に配慮する必要性を認めたのは、現実的且つ極めて妥当な判断である」としたの

と、対照的だった(表 15)。 

 

表 15.一票の格差訴訟判決に対する 4 紙の社説 

朝日 一票の格差 司法の役割はどこへ 「違憲の府」の異様さ（13・11・21） 

毎日 

 

衆院「違憲状態」 怠慢国会もう許されぬ 最高裁の消極性に疑問 小選挙区削減の検討

を（同上） 

読売 

 

衆院選違憲状態 国会の裁量に配慮した最高裁 与野党は選挙制度改革を急げ 「0 増

5 減」評価される 地方の声反映が必要 定数削減を絡めるな（同上） 

産経 

 

最高裁「違憲状態」 現状容認と思い違うな 選挙制度の抜本的な改革を 第三者機関を

活用せよ 未来に適用する制度に（同上） 

 

8-4.猪瀬・東京都知事進退問題 

 東京都の猪瀬知事が 2012 年 12 月の知事選を前に、医療法人・徳洲会の徳田虎雄前理事長に挨拶に行き、子息

の徳田毅衆院議員から 5000 万円を受け取っていた事実が 2013 年 11 月発覚。知事は「個人的な借りで、選挙資金

とは無関係」と弁明したが、都議会で厳しい追及を受け、答弁が二転三転。抗しきれず 12 月 24 日に辞任した。徳洲

会グループの大がかりな選挙違反事件の捜査の過程で露呈したものだったが、知事はオリンピックの東京招致を実

現させた直後の、絶頂からの転落だった。当然各紙はそろって辞任を要求した(表 16)。 

 

表 16.猪瀬都知事の辞任を求める 4 紙の社説 

朝日 猪瀬都知事 自ら進退考えよ（13・12・12） 

毎日 猪瀬知事釈明 もはや重責は担えない（同上） 

読売 猪瀬氏と 5000 万 説明と規範意識が足りない（13・12・17） 

産経 猪瀬氏 5000 万円 自ら進退を決める時だ（13・12・11） 

 

9.社説の課題と問題点 

9-1.「読まれる」社説 

「読まれることまことにすくなく、一説によると全国の論説委員を合計した数しか読者はいない」。丸谷才一が女性論

説委員を主人公にして書いた小説「女ざかり」（93 年、文芸春秋）で揶揄したように、新聞の中でも「社説」は最も読者

が少ない欄の一つではなかろうか。日本のジャーナリズムを代表するベテラン記者の総力が傾注され、オピニオンリ

ーダーとしての気概をもって書かれるはずの社説が、なぜ多くの読者の目を引かないのか。いくつかの問題点と課題

を考えてみたい。 

 まず、「読んでもらおう」という姿勢に欠けるのではないか。取り上げなければならないテーマが政治や経済、国際問

題といった問題が多くならざるをえず、その分見出しも文章も硬く、難解になりがちで、勢い読者は敬遠したくなる。ト
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ップの政治家や各国のリーダーらを除いて市井の人の固有名詞が登場することもきわめて稀である。当然親しみが

わきにくい。新聞で一番よく読まれる面はテレビ・ラジオ欄で、閲読率は 75～80％とされる。続いて天気予報、スポー

ツ、社会記事、国内政治、地域ニュースなどがほぼ 50％台。社説は 20％を切ることが多い。1 面下のコラム（「天声人

語」「余禄」「編集手帳」「産経抄」）と比べても明らかに“硬さ”が目に付く。見出しにも読者の目を引き付ける工夫がな

い。なにはともあれ「読まれる」社説であってほしい。 

 

9-2.目立つ“上から目線” 

 見出しについては、社説に独特の「〇〇せよ「□□を急げ」「××するな」という命令文が目立つ。10～15 字の限ら

れた文字数で読者に強く訴える見出しとしてはそれなりの効果があるから多用されるのだろう。しかし、行き過ぎると

“上から目線”でものを言われている不快感が付きまとう。よく指摘されるマスコミの傲慢さがこんなところにも出ている

ような気がしてならない。 

 具体的にどの程度命令文があるのか。2013 年 10 月から 12 月までの 3 カ月をざっと見ただけで 4 紙で 156 本の見

出しが命令文で終わっている。3 カ月の新聞発行日が 89 日、ほぼ 1 日 2 本の社説（大型の場合は 1 本で、小見出し

も入れると 4 本から 5 本の見出しになる）として全体の約 20％が命令文見出しである。その他に「〇〇を」「××か」な

どと言う、場合によっては命令文より強い印象の体言止めなどを加えると 30％以上が命令調になっている。 

権力を監視し、暴走に警告を発するのは新聞の根源的な使命であることは言うまでもない。しかし、その権力者の

「上から目線」を批判するのに同じ「上から目線」の強い、時には激越な命令調が果たして適正な見出しなのだろうか。

ましてや何事につけ「話し合い」を強調する新聞の姿勢として、自己矛盾さえ感じられる。また、新聞は正しく美しい日

本語の手本でもなければならない。命令調ばかりが目立つのは、言葉としても決して褒められたものとは言えない。

新聞全体の品性に関わると言っても言い過ぎではないのではないか。     

権力者など批判の対象者、意見の異なる相手ともじっくり話し合えるような、それでいて十分説得力のある見出しを

工夫していただきたい。がみがみいがみあってばかりいるような見出しが、鮮明な主張を補強するものでは決してな

い。むしろ逆効果でさえある。 

 

9-3.欠ける地域への視点 

 「地方の時代」と言われながら、相変わらずの東京一極集中は、情報の世界も例外ではない。特に論説委員が東京

に偏在する社説で地方の問題が取り上げられることはごくまれだ。前述の「命令文」同様、2013 年 10 月から 12 月ま

での 3 か月間を見て見ると、米軍基地がらみの沖縄や福島の原発を除けば、4 紙のうちで１紙以上が取り上げたのは、

大阪・堺市長選の維新の会候補の敗北▽防火体制の不備から 10 人の死者を出した福岡医院火災▽台風 26 号に

伴う伊豆大島の土石流災害▽教科書採択を巡る沖縄・竹富町の混乱―くらいだ。他に諫早湾の開門問題も取り上げ

られているがこれは農水産省の問題だ。 

 この期間は、前述した通り、とくに秘密保護法が集中的に取り上げられた影響があるかもしれないが、論説委員の

目は政治や国際問題に向きがちだ。各社とも大阪など東京以外にも論説委員が常駐しているのだから、もう少しきめ

細かい取材に基づく発信力を高めて欲しい。論説委員と言えども取材が基本だ。 

 ４紙以外の地方紙では、当然その地方の問題を多く取り上げているのだろうが、問題提起が全国に波及していく傾

向は少ない。論説委員の陣容が整わず、過去には他社の社説を盗用して問題になったケースもあった。全国紙、地

方紙を問わず、地方の時代をリードする強固な論陣を展開してもらいたい。 

 

 

断を「寛容すぎる」「消極的」と批判した。朝日は「立法府をチエックする役割をみずから限定するかのような判断であ

り、それを言い出せば、最高裁に違憲審査権が与えられている意味がない」とまで言い切った。毎日も「最高裁の消

極的な姿勢は疑問だ。政治への配慮が、国会の怠慢を許すことに明らかにつながっているからだ」とした。読売が「1

票の格差を絶対視せず、地域事情に配慮する必要性を認めたのは、現実的且つ極めて妥当な判断である」としたの

と、対照的だった(表 15)。 

 

表 15.一票の格差訴訟判決に対する 4 紙の社説 

朝日 一票の格差 司法の役割はどこへ 「違憲の府」の異様さ（13・11・21） 

毎日 

 

衆院「違憲状態」 怠慢国会もう許されぬ 最高裁の消極性に疑問 小選挙区削減の検討

を（同上） 

読売 

 

衆院選違憲状態 国会の裁量に配慮した最高裁 与野党は選挙制度改革を急げ 「0 増

5 減」評価される 地方の声反映が必要 定数削減を絡めるな（同上） 

産経 

 

最高裁「違憲状態」 現状容認と思い違うな 選挙制度の抜本的な改革を 第三者機関を

活用せよ 未来に適用する制度に（同上） 

 

8-4.猪瀬・東京都知事進退問題 

 東京都の猪瀬知事が 2012 年 12 月の知事選を前に、医療法人・徳洲会の徳田虎雄前理事長に挨拶に行き、子息

の徳田毅衆院議員から 5000 万円を受け取っていた事実が 2013 年 11 月発覚。知事は「個人的な借りで、選挙資金

とは無関係」と弁明したが、都議会で厳しい追及を受け、答弁が二転三転。抗しきれず 12 月 24 日に辞任した。徳洲

会グループの大がかりな選挙違反事件の捜査の過程で露呈したものだったが、知事はオリンピックの東京招致を実

現させた直後の、絶頂からの転落だった。当然各紙はそろって辞任を要求した(表 16)。 

 

表 16.猪瀬都知事の辞任を求める 4 紙の社説 

朝日 猪瀬都知事 自ら進退考えよ（13・12・12） 

毎日 猪瀬知事釈明 もはや重責は担えない（同上） 

読売 猪瀬氏と 5000 万 説明と規範意識が足りない（13・12・17） 

産経 猪瀬氏 5000 万円 自ら進退を決める時だ（13・12・11） 

 

9.社説の課題と問題点 

9-1.「読まれる」社説 

「読まれることまことにすくなく、一説によると全国の論説委員を合計した数しか読者はいない」。丸谷才一が女性論

説委員を主人公にして書いた小説「女ざかり」（93 年、文芸春秋）で揶揄したように、新聞の中でも「社説」は最も読者

が少ない欄の一つではなかろうか。日本のジャーナリズムを代表するベテラン記者の総力が傾注され、オピニオンリ

ーダーとしての気概をもって書かれるはずの社説が、なぜ多くの読者の目を引かないのか。いくつかの問題点と課題

を考えてみたい。 

 まず、「読んでもらおう」という姿勢に欠けるのではないか。取り上げなければならないテーマが政治や経済、国際問

題といった問題が多くならざるをえず、その分見出しも文章も硬く、難解になりがちで、勢い読者は敬遠したくなる。ト
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10.おわりに 

 冒頭で述べた通り、本稿は大阪経済法科大学での講義録をもとに、４紙の社説を検証しながら安全保障や教育な

ど、この国のあり方に関わる問題について考えて来た。それぞれの問題で大きな意見の違いがあり、しかも決着を見

るどころか議論はますます激しさを増していることも分かった。各紙の社説が今後の動きをどう捉え、どこまで現実の

政治に反映されていくか予断を許さない。しかし、議論を通して、より良い道を選択していくしかなく、社説はその判断

の一定の基準となることも確かだ。読者は各紙の社説との対話を通して自らの思考回路を鍛え確かなものにしていく。

その結果が選挙や世論調査、ツイッターなどで具現化され、それがさらに社説に反映していくという好循環を生んで

いくことが望ましい。その意味で新聞社の社説は、他のメディアにも増してオピニオンリーダーとしての枢要な役割を

果たさなければならない。 
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