
社会的世界の中の「ジャーナリズム」
――構築主義的アプローチからの一考察――

山　口　　　仁

1 問題の所在

本稿の目的は、マス・コミュニケーション研究／ジャーナリズム研究の

なかに、社会問題研究をはじめとする様々な社会学の領域で提唱されてき

た（社会的）構築主義の視座が適用・展開できる新たな領域が存在するか

考察することである。

構築主義に関しては、V.バーが著書『社会的構築主義への招待』の中で

「哲学、社会学、言語学などを含む、多くの学問から影響を受けており、

本質的に学際的」と述べているように、「事物は社会的に構築される」と

いう視点を有する様々な諸研究が「構築主義的」と位置づけられてきた。

一方でこのようなとらえ方は、様々な構築主義的視座を採用する研究の間

の差異を見落としかねないという問題点も内包している。もちろん 1980

年代中盤の米国で生じ、その後の日本でも展開された「構築主義論争」の

ように、あるかどうかも分からない「正統な構築主義・正しい構築主義」

を探求することはそれほど有意義ではないかもしれない。とはいえ、構築

主義的研究の多様性を認めるのであれば、それぞれの研究が何を対象とし、

その結果どのような知見をもたらしてきたのか、もしくはできるかを一定

程度明確にする必要がある。マス・コミュニケーション研究／ジャーナリ

ズム研究において、構築主義的視座の新たな応用・展開の可能性を考察す

る際にも同様のことが言える。

上記の目的のためには、まず現在のマス・コミュニケーション研究／

ジャーナリズム研究における構築主義的視座の適用・展開の状況を検討す
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る必要がある。これら研究領域では、マス・メディアが報道（ニュース報

道）を行う過程において、事件・出来事の中から特定の事実を選択的に取

り上げられ意味が付与されていくことで現実が構築・構成されている、と

いう見解が導出されてきた。そしてこの種の見解にもとづいて、マス・メ

ディア報道に関する数多くの事例研究が行われてきたのである。

しかし、マス・コミュニケーション／ジャーナリズムという社会現象の

過程において、「構築」されているのは、上記のような意味付与された事

件・出来事としての現実だけなのだろうか、他に構築主義的視座が適用・

展開できる領域はないのだろうか。

本稿では上記の問題意識に基づき、構築主義の一つの起原とされる A.

シュッツをはじめとする現象学的社会学の議論を参照していく。そして、

そこで構築主義的視座がどのような目的で主張されていたのか、どのよう

な研究対象を設定しうるのかを検討する。そしてマス・コミュニケーショ

ン研究／ジャーナリズム研究において、構築主義的視座が適用可能な新た

な領域を明らかにしていく。

2 マス・コミュニケーション研究 1における構築主義的視座の展開

2-1 マス・メディア報道による「現実の構築・構成 2」

マス・コミュニケーション研究においては、構築主義的アプローチはマ

ス・メディア報道（主にニュース）の分析に関して適用されてきた。マ

ス・メディアは報道（論評や解説も含む）を行う過程で、事件・出来事の

中の特定の事実に着目し、それらを取捨選択し、ニュースとして纏め上げ

る。このような事実の取捨選択の過程を伴っているので、ニュースは事

件・出来事をそのまま報道することはできない。このようにニュースは事

件・出来事を定義し、それらに意味を付与することで、特定の現実を構築

しているという見解が展開されてきた 3。

D.マクウェールは、マス・コミュニケーション研究における構築主義的

アプローチの基本原理として以下の五点を挙げている（マクウェール
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2010、132参照）。

①社会とは固定した現実というよりは構築されたものである

②マス・メディアは現実を構築するための素材を提供する

③マス・メディアは意味を提供するが、その意味は交渉されたり拒絶され

たりすることもある

④マス・メディアはある特定の意味を選択的に再生産する

⑤マス・メディアは社会で生じた現実を客観的に報じることはできない

（すべての現実は解釈されたものである）

同様に S.バランと D.デイビスは、人々が現実を類型的に意味付けする

こと、さらにその類型をマス・メディアが提供していることを指摘してい

る（バラン＝デイビス 2003、354-358参照）。

このようなマクウェール、バランやデイビスによる構築主義的アプロー

チの整理では、人々が選択的・類型的に現実を意味付けして理解している

こと、さらにはその意味付けに対してマス・メディア報道は大きな影響力

を持っていること（人々はマス・メディア報道に大きく依存していること）

が強調されている。それは、事物は客観的にとらえることが可能であると

立場への批判的スタンスであり、さらにマス・メディアは客観報道をする

ことができる、もしくはすべきであるという考え方に対する批判でもある。

ただしマス・コミュニケーション研究においては、「構築主義」と明示

しなくても、同様の視座に基づいた研究は古くから存在してきた。その一

つは以下のような「疑似環境論」からの指摘である。

人々と現実環境（real）との間には、現代においては、膨大に象徴化

された環境、すなわち疑似環境（pseudo）が挿入されている。そして、

人間は疑似環境を手掛かりにして、それを通じて、現実環境へと適応の

行動を行うのである。だが、この象徴化された疑似環境を通しての現実

環境への対応において、人間はあまりにも多く疑似環境に依存しすぎる

ことによって、逆に現実環境に裏切られる（藤竹 1968 ： 23-24）

社会的世界の中の「ジャーナリズム」
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現代社会においては、この象徴化された疑似環境の形成に深く寄与する

のが、ニュースをはじめとするマス・メディア報道である。人々は直接体

験できない世界を認識するときにはマス・メディア報道に強く依存するだ

けでなく、直接体験できる世界ですらマス・メディア報道を通じて提供さ

れる知識や情報に基づいて解釈を行う。そのため疑似環境はもはや「疑似」

という性格を失い、人々の環境認識において大きな割合を占めていく。藤

竹はこれを「疑似環境の環境化」と呼んでいる。このようなマス・メディ

アによる環境形成機能に対する視点には、構築主義的な要素が含まれてい

ると指摘することは十分可能である。

さらに疑似環境論と類似の指摘は、W.リップマン（1922）のステレオ

タイプ論の中にも見出すことができる。

われわれはたいていの場合、見てから定義しないで、定義してから見

る。…騒がしい混沌状態の中から、すでにわれわれの文化がわれわれに

定義してくれるものを拾い上げる。そうしてこうして拾い上げたものを、

われわれの文化によってステレオタイプ化されたかたちのままで知覚し

がちである（リップマン 1922 ： 111-112）。

リップマンの指摘に従えば、マス・メディア（で働く記者）は事件・出

来事をそのまま報道するのではなく、ステレオタイプに基づいて報道を行

い、読者である人々もそのステレオタイプに基づいてニュースを受容して

いることになる。この過程では、報道の中において、そして人々の思考の

中でステレオタイプ化された現実が作り出されていると考えられる。

これら議論に共通するのは、マス・メディア報道では、事件・出来事が

そのまま客観的に報道されるということはなく、その過程においては事実

の取捨選択およびその事実の関連付けが行われているということである。

このような視点は、マス・コミュニケーション研究の中では古くから存在

しており、マス・メディア報道に対して何らかの形で批判的な立場を採用

する研究とも親和性が高い。バーは構築主義的視座の要件として、
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①明示化された知識への批判的スタンス

②（知識の）歴史的および文化的な特殊性

③知識は社会によって支えられている

④知識と社会的行為は相伴う

を挙げている（ibid:3）。バーのいう「知識」を、「ニュースの内容」と置

き換えれば、疑似環境論やステレオタイプ論を構築主義的アプローチとし

て解釈することは十分可能であるといえる。

2-2 マス・メディア報道をとりまく「現実の構築・構成」

前節（2-1）で論じたように、ニュース内容を知識としてとらえ、その

知識に対して批判的な視点を投げかける見解は、構築主義的なマス・メ

ディア研究として知られる G.タックマン 4の議論の中でも展開されてい

る。以下のタックマンの見解は、前節で引用したバーが挙げた①から④の

要件を十分満たしていると考えられる。

私（タックマン：引用者）は知識が常に社会的に構成されることを再

確認したいのである。知識はつねに経験を整理し、意味を形成する。最

終的に力説したいのは、知る手段としての知識（ヒューマニスティック

な努力や科学）、および知ることを拒む手段としての知識（イデオロギー）

が社会に根ざしたもの、しかもそれが、人々が作り出す相互関係にも影

響を与えているということだ。…社会生活について語るニュースは社会

的資源である。知識の源であり、権力の源であるニュースは世界に開か

れた窓なのである（タックマン 1977=1990 ： 296-297）。

ここでタックマンの議論を詳細に見ていくと、事件・出来事に対する意味

付与と異なった「もう一つの構築・構成」への言及していることが分かる。

ニュースは社会的意味を定義、再定義し、社会的意味を構成、再構成

するだけではない。ニュースは物事のやり方
．．．．．．．．．．．

、あるいは既存の制度にお
．．．．．．．．．．．

社会的世界の中の「ジャーナリズム」

－ 97－



ける既存の手続きを定義
．．．．．．．．．．．

、再定義
．．．

、構成
．．
、再構成するのである
．．．．．．．．．

（タック

マン 1990 ： 266、傍点は引用者）。

この引用箇所の前半部では、タックマンは出来事・事件への意味付与と

しての現実の構築・構成について言及しているが、後半部では、ニュース

によって「既存の制度」や「既存の手続き」が構築・構成されていくこと

について触れられている。さらに、制度についてタックマンは以下のよう

に述べている。

ニュースが公認された制度にどっぷりつかっていること、ニュースが

中央集権的に収集されていることを、19 世紀から受け継いだ特質として

われわれは当たり前に思っている。そして制度にどっぷりつかっている
．．．．．．．．．．．．．．．．

ことが
．．．

、ニュースの新しい形が生まれるのを妨げていること
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

にわれわれ

は気がつかない（タックマン 1990 ： 265）。

このように特定のスタイルのニュース生産が繰り返し行われることに

よって既存の制度が正当化され、その正当化された制度が固定化していく

ことで、ニュースは新しい形をとることが次第に困難なっていく。タック

マンは自著『ニュース社会学』の位置付けを「仕事および職業についての
．．．．．．．．．．．．

社会学
．．．

であると同時に知識の社会学を探求したものである（タックマン

1990： 295）」と述べているが、「制度にどっぷりつかっていること」で、

特定の形式が仕事や職業としてのニュース生産にとって「当たり前」と

なっていく 5ことを批判的に指摘している。

このような過程で構築・構成されているのは、事件・出来事に関する意

味付与としての現実ではなく、ジャーナリズムの規範・理想や取材手法や

編集方法、そして表現手法などといった「ジャーナリズムのあり方

（ジャーナリズム観）」である。この「ジャーナリズム観」は、その生産

者・送り手である新聞社・ジャーナリストはもとより、その消費者・受け

手である市民・国民、そしてときにはニュースの規制に関与する国家・政
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府の間でも部分的に共有されている。そして特定の「ジャーナリズム観」

が支配的になり、公認のものとなっていくことで、特定のジャーナリズム

のあり方が正当化されていく。そしてそれ以外のジャーナリズムのあり方

は、排除されていくのである 6。

このように考えるとタックマンの議論の中には、疑似環境論と問題関心

を共有する①事件・出来事に対する意味付与としての現実の構築・構成の

ほかに、②ジャーナリズムのあり方（＝マス・メディア報道をとりまく

「現実の構築・構成」）、というもう一つの構築過程への批判的関心が含ま

れていることが分かる。

ではこれらの①と②の構築過程は、構築主義的アプローチによってどの

ように再評価・整理することができるだろうか。以下、構築主義的アプ

ローチが展開された背景をもとに考察していく。

3 社会的世界における意味の構築

3-1 現象学的社会学における構築主義的視点

構築主義的視座の起源をどこに求めることができるのかという議論に関

しては、様々な論者が多様な見解を提示しているが、それを明確に画定す

ることは困難である 7。ただし、マス・コミュニケーション研究において

は、現象学的社会学にその起源が求められてきた（アドーニ＝メイン

2002、大石 2005参照）。その中でも、アルフレッド・シュッツの著作『社

会的世界の意味構成』と彼の影響を受けたとされるピーター・バーガーと

トーマス・ルックマンの著作『現実の社会的構成（日常世界の構成）』に

対する言及は欠かせない 8。特に「現実とは社会的に構成（construct）さ

れており、…（中略）…この構成がおこなわれる過程を分析しなければな

らない（バーガー＝ルックマン 1966＝ 2003:1）」は、構築主義的視座に見

られる典型な見解である。そして彼らが「大きく負っている（ibid： 23）」

とするのがシュッツの議論である。

シュッツの議論が当時（1960年代）の米国社会学の領域でどのような

社会的世界の中の「ジャーナリズム」
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受け止められ方をしていたかについては、以下の指摘が参考になる。

60 年代の、パーソンズ理論に代表される「機能の社会学」ないし「機

能学派」に対して、シュッツを
．．．．．

「シンボリックな存在
．．．．．．．．．

」として抱く
．．．．．

「意

味の社会学」ないしは「意味学派」と呼ばれる社会学の立場か登場する。

バーガー、ルックマンなどの「現象学的社会学」、パーソンズの指導下に

ありながらシュッツと文通しシュッツの影響を受けて独自な社会学の展

開を目指したガーフィンケルのエスノメソドロジー、ミードの再解釈を

行い、Me（客我）に対する I（自我）の優位性を説くブルーマーのシン

ボリック相互作用論、役割期待や印象操作、表局域と裏局域、面子の維

持や儀礼的無関心といった相互作用における演技論的な議論を展開した

ゴフマン、さらには逸脱する側にたって（負け犬の立場から）レッテル

貼りのメカニズムに逸脱の一要因を見たベッカーのラベリング論などが

代表的なものである。さらにこれらの流れに、フリードリッヒの「社会

学の社会学」やグールドナーの「自己反省の社会学」などを加えること

もできるだろう（西原 1998 ： 22-23 参照）

1960年代当時、米国社会学において有力な地位を築いていたタルコッ

ト・パーソンズを中心とする構造機能主義的社会学理論に対する批判的立

場が隆盛した。西原はこれらの立場をまとめて「意味学派」と呼んでいる。

なお那須壽は、1960年代の米国の社会情勢に関して「社会から負わされ

ている『役割』を確認を持って無視する人々が社会の舞台に登場し、それ

ゆえに社会は不安定な揺れ動くものと映った時代であった（那須 1997：

106）」とも述べている。「意味学派」に分類される研究者は、「アイデン

ティティ喪失の危機に直面している人びとが、自らの『原点』を求めて身

近な日常生活世界に降り立ち、対面状況の中で『他者理解』を媒介にしな

がら自己確証を得ようとする、そうした人々（西原 1998： 107）」に対し

て研究の関心を向けていたのである。すなわち「意味学派」の研究者は、

人々を決められた役割に従って活動する存在としてよりも、常に自らを意
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味付けしながら活動する意識的存在としてとらえるように試みていたので

ある 9。

このような社会学理論の転換期において、シュッツの著作（『社会的世

界の意味構成』の再版や彼の原稿・草稿をまとめた著作集（1962、1964、

1966年）が刊行され、学会においても特集が行われ、さらにシュッツの

友人や彼の薫陶を受けた研究者（H.ガーフィンケル、M.ナタンソン、P.L.

バーガー）が影響力を持ち始めたことなどの要因によって、シュッツはシ

ンボリックな存在となっていったのである（那須 1997_99-108、146-150参

照）10。

シュッツの議論では、以下のように、当時の社会学の主流において自明

視されていた事柄を、再考するための手掛かりが提供されている。

世界についてのわれわれの知識はすべて、すなわち科学的な思考にお

ける知識はもとより常識的な思考における知識もまた、構成概念を必要

とする。つまりあらゆる知識
．．．．．．

は、思考（思惟）の組織化のそれぞれの段

階に特有な一連の抽象化、一般化、形式化、理念化を必要としている。

純然たる事実といったものは
．．．．．．．．．．．．．

、厳密に言えば存在しない
．．．．．．．．．．．

。事実とはすべ
．．．．．．

てはじめから
．．．．．．

、われわれの精神の諸活動によって全体の文脈から選定さ
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

れたものなのである
．．．．．．．．．

。したがって事実とはつねに
．．．．．．．．．．．．

、解釈された事実なの
．．．．．．．．．

である
．．．

。…われわれは世界の或る特定の側面（相）を把握しているにす

ぎないということだけである。すなわちわれわれが把握するのは、自ら
．．

の生活を営んでいくという観点からみて
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、科学の方法と呼ばれる
．．．．．．．．．．

、一連
．．

の思考手続きのうえで是認された諸基準の観点から見て
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、関連がある特
．．．．．．

定の側面を把握しているということである
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

11。

シュッツの議論の特徴は自明視されたものを疑う姿勢の他に、①科学や

理論に対するペシミスティックな視点、②生活世界の主題化がある（吉澤

2002： 15-16参照）。①に関しては、シュッツは「唯一絶対の世界を写し

取る理論」という考え方を排除している。すなわち、現実世界を理解する

社会的世界の中の「ジャーナリズム」
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方法は、「科学理論」だけではないということである。

このように社会理論に対するペシミスティックな視点は、自己反省の社

会学を提唱した A.グールドナーにも見られる（グールドナー 1978参照）。

だがシュッツは、グールドナーとは異なり、社会理論そのものを批判した

り否定したりはしない。シュッツが「あらゆる知識は、思考（思惟）の組

織化のそれぞれの段階に特有な一連の抽象化、一般化、形式化、理念化を

必要としている」としているように、ある知識を用いて物事の抽象化して

考えたり、複数の事物に共通点を見出して一般化したりするのは、社会理

論家だけではなく、あらゆる人々が行っていることをシュッツは指摘して

いるのである 12。すなわち、社会理論に向けられたシュッツのペシミス

ティックな視点とは、社会理論の正当性そのものに対して向けられていた

というよりも、世界を理解しているのは社会理論家だけであるという考え

方に対して向けられていたのである。逆にいえばシュッツは社会理論家で

はない「普通の人々」が日常生活の中で自分達が存在する世界を理解して

いることを強調していたのである。この考え方は、シュッツの議論の特徴

とされた②生活世界の主題化を導いていく。

3-2 シュッツの議論における「自己解釈」と「他者理解」

シュッツが、「普通の人々」が日常生活において行う世界の理解に着目

したのは、世界の理解が人間の行為を遂行に際しては必要不可欠であると

考えていたからである。すなわちシュッツは人間を「意識する存在」とし

てとらえていた。そして以下のような問いを設定する。

この社会的世界は、そのなかにいる被観察者としての行為者にとって

何を意味しているだろうか、またその行為者は、その社会的世界の中で

行為することによって何を意味していたのだろうか（シュッツ著作集 3

集： 24）

そして「人々がお互いを理解し合い自分自身をも理解する、その活動の
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メカニズム（著作集 3集： 24）」の研究を試みる。人々が行為を遂行する

ときにはこの相互理解のメカニズムが作用しており、人々の行為を研究と

して観察するためにはこのメカニズムを分析の対象とする必要がある。

人間の行為が遂行される過程においては二種類の理解・解釈が行われて

いる。まず行為者が自らの経験・体験を解釈する「自己解釈」である。行

為者は継続的・持続的に諸々の経験をしている。ただしこの段階の体験は

明確な認識において行われているのではなく、多くの場合は無意識的に積

み重ねられている。そして行為者は、この積み重ねられた経験に対して反

省的な視点を向けることで「体験を体験する（森 1995： 151）」のである。

すなわち、行為者は意識的に特定の体験に着目し、着目した体験をそれぞ

れ連関させることで意味を付与している。そしてこの過程では体験を解

釈・理解するために知識が解釈図式にとして作用する。こうして行為者は

自らの体験を自己解釈する。一方、その行為者を見る他者もまた行為者の

ふるまいに意味を付与する。すなわち、行為者のふるまいの中から特定の

ふるまいに着目し、それらをそれぞれ連関させて理解・解釈を行う。この

ようにお互いの理解・解釈が重なり合ったとき、行為者の存在する世界に

おいて共通の意味が付与されるのである 13。

なお、上記の解釈・理解は、個々人が自由勝手に行うことはできない。

解釈図式のうち、個人が独自に作り出すことができるのはほとんどなく、

その多くは人々が存在する社会から習得するものである。

私は、この組織された社会的世界のなかにいわば生みこまれたのであ

り、そしてこの世界のなかで成長してきたのである。私は成長や教育を

通じて、また様々な体験や試みのすべてを通して、この世界とそれに伴

う様々な制度について、十分に定義されたものではないにしろ一定の知

識を習得している（シュッツ 3集： 26）。

この知識を共有している者どうしは、お互いの行為を理解・解釈し合う

ことが可能である。すなわち、行為者は自らどのような行為をしているの

社会的世界の中の「ジャーナリズム」
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か理解・解釈し、他者もそれを同じように理解・解釈していることを想定

できる状況が形成される 14。このようなシュッツの指摘は、あらゆる日常

生活の場に適用できることができる。

4 コミュニケーション行為の中から構築・構成される「ジャーナリズム」

4-1 シュッツの議論の含意

以上のシュッツの議論を、マス・メディア組織で報道に従事する記者の

活動に適用すると、以下のような見解が導き出されるだろう。すなわち、

彼らはマス・メディア組織に入ると、ニュースの取材・執筆はどのように

行われるべきか、例えばどこに取材に行ったらよいのか、どのような事

件・出来事にニュース・バリューがあるのか、ニュースはどのようなスタ

イルで報道したらよいのか、その過程ではどのような倫理・道徳が求めら

れるのか、ということを公式・非公式に習得していく。そして彼らは自己

や他者（同僚や同業者）の体験を理解・解釈し、特定のコミュニケーショ

ン行為を「ジャーナリズム（的な行為である）」と意味付与していく。こ

うしてジャーナリズム的行為が存在する「ジャーナリズムがある世界」と

でもいうべき一つの世界が構築・構成される。その中で自己や同僚・同業

者をジャーナリストとして位置付けていく。前述のシュッツの引用箇所と

の関連でいえば、「（記者は）組織された社会的世界（＝ジャーナリズムの

世界）のなかにいわば生みこまれたのであり、そしてこの世界のなかで成

長してきたのである。私（＝記者）は成長や教育を通じて、また様々な体

験や試みのすべてを通して、この世界（＝ジャーナリズムの世界）とそれ

に伴う様々な制度について、十分に定義されたものではないにしろ一定の

知識を習得している（カッコは引用者が追記）」というように、記者は自

らの体験・経験を解釈・理解して意味を付与していく。そうして構築・構

成された「ジャーナリズムの世界」は、記者個人だけでなく、同僚・同業

者、さらにはその記者の活動を見る者、すなわちニュースの受け手、そし

て時にはニュースを規制しようとする者の間で間主観的に構築・構成され
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ていく。

あらゆる人々が、あらゆる行為を遂行する際、自分たちが存在する社会

的世界を構築・構築するように、ジャーナリストも「ジャーナリズムの世

界」を構築・構成している。ならなら、記者もまた「意識を持った主体」

である人間だからである。

以上のような「ジャーナリズムの世界」（＝マス・メディア報道をとり

まく現実の構築・構成）と、マス・コミュニケーション研究において言及

されてきた「事件・出来事への意味付与としての現実の構築・構成」を総

合すると、ジャーナリズムという社会現象に関しては、そこに二つの構

築・構成の過程が存在することが分かる。第一は、記者が「同時代を記録

し、その意味についての批評」をする過程で事件・出来事への意味付与と

いう形で現実が構築・構成される過程である。第二は、そのような記者の

体験・経験をジャーナリスト自身、同僚・同業者、さらには受け手が解

釈・理解し「ジャーナリズム行為である」として意味付与を行っていく過

程である。そこでは記者の行為は、単に情報を伝達・受容するコミュニ

ケーション行為としてではなく、その中でも特別な「ジャーナリズム行為」

として構築・構成されることになる。

4-2 「ジャーナリズム」の定義の多様性

社会の中で特定のコミュニケーション行為が「ジャーナリズム行為であ

る」と意味付与されていくことに関して、ジャーナリズム研究が無関心

だったわけではない。むしろジャーナリズムに関する規範的議論などは、

積極的にその種の意味付与を行ってきたと考えることができる。

そもそも「ジャーナリズムとは何か？/ジャーナリズムでないものは何

か？」という問いは現代社会において繰り返し提起されてきた問題である。

ジャーナリズムに関して「同時代を記録し、その意味についての批評する

こと 15」や「事件・出来事の報道・論評・解説」という基本的な定義に関

しては、ある程度の合意が存在すると言えるが、その具体的なあり方をめ

ぐっては多様な議論が展開されてきた。例えばハーキャップは、ジャーナ

社会的世界の中の「ジャーナリズム」
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リスト（ジャーナリズム）に関しては少なくとも以下の 3パターンに分類

できるとしている（Hurcap 2009:93、110、123参照）。

客観的レポーターとしてのジャーナリスト

客観的レポーターとしてのジャーナリストは、主観的な感情・意見を切

り離した「正しい事実」を伝える者と理解される。この場合、ジャーナリ

ストは「客観・客観的」という言葉を「戦略的儀礼」として用いる。

ジャーナリストは、自分はニュースの記事内容から独立した存在であると

標榜することで、「ニュースが偏向している」や「プロフェッショナリズ

ムが欠如している」という批判から、自分の立場を守ろうとする。

このタイプのジャーナリストは、適宜、話題の関連する情報や見解を提

示し、意見が割れるような事件・出来事については、様々な証拠、可能性、

立場を提示することが求められる。様々な立場を提示しようとする客観性

の規範は「非党派性・不偏不党」の原則とも関連している。一方でそのよ

うな原則は達成困難な規範であり、事件・出来事に関しては膨大な視点・

視座があることを無視しているし、逆に正しいものと間違ったものが対立

している場合には、好ましくないものとして批判もされてきた。

ただしこのような批判にもかかわらず、多くのジャーナリストは依然と

して客観的であろうとしており、情報源や事実の確認に際しては、この規

範的感覚を有している。

調査者としてのジャーナリスト

調査報道は、精力的な個人や組織によって行われる。新しい情報や隠さ

れた情報を発掘するために、単なる記述や意見の表明にとどまらない活動

が展開される。ジャーナリストには、調査能力が要求される。調査報道は、

公開の情報に加え、多数の関係者のリークや談話・インタビューによって

得られた情報を組み合わせて行われる。調査報道は 1970年代に全盛期を

迎えたあと、減少していったと言われている。現在のマス・メディア（特

にテレビ）は、より「エンターテイナー（後述）」寄りなっているといわ
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れる。

調査報道の評価は様々である。民主主義にとって必要不可欠なものであ

ると評価する者もいれば、聴衆の目を引き付けるショービジネスの一つと

してとらえる者もいる。中には「善と悪」の物語のパターンに依存しすぎ

て構造的な権力の追及をおろそかにしているという意見もある一方、一般

の人々には関係ないエリート的なジャーナリズムそのものであるとする見

解もある。また、人々の知る権利に応える活動として評価する見解も存在

する。

エンターテイナーとしてのジャーナリスト

上記 2点に対して、ジャーナリストを情報提供者としてではなく、オー

ディエンスの関心を引きつけるエンターテイナー（娯楽の提供者）として

とらえる見解も存在してきた。このタイプのジャーナリストは、なるべく

多くの人々の関心を引くような話題（ユーモア、ショービジネス、セック

ス、動物モノ、犯罪モノなど）を選び、さらに人々の関心を引くような手

法を駆使してきた。

最近では、送り手（ジャーナリスト）が受け手のことを過小評価して低

レベルの内容を伝える「dumbing down」という現象も指摘されている。

このような「dumbing down」は、エリート主義者からは批判されてきた。

ジャーナリストと情報提供者を区別すべきなのか、することができるのか

という議論も提起されている。

ジャーナリズム（ジャーナリスト）のあり方に言及するのは、当事者の

ジャーナリストに加え、ジャーナリズム研究者やジャーナリズム教育を担

う者も含まれる（Jorgensen and Hanitzsh 2009参照）。さらに三者は、互

いの議論に対して批判的な見解を述べている（Zelizer 2009：31参照）16。

ゼリザーによれば、ジャーナリズムに関連する議論においては、「ジャー

ナリズム」という概念は明確な定義が与えられないまま用いられてきたと

いう。そしてジャーナリズムが行われる（マス・）メディア環境、および

社会的世界の中の「ジャーナリズム」

－ 107－



それをとりまく政治的、経済的、社会的環境が刻々と変化する中で、

「ジャーナリズム」と呼べるような行為や活動に注目が集まり、様々な立

場から統一性のない概念や知識をもとにした「ジャーナリズム研究」が展

開されてきたと指摘する 17。その結果として、ジャーナリズムとはどのよ

うな活動なのか、そしてそれとアカデミズムの関係はどうあるべきか、と

いうことに関し、コンセンサスを形成することなく、各分野で議論が行わ

れてきたのである（Zelizer  2009： 29）。

さらに、政府、特定の利害関係者、一般市民もジャーナリズムのあり方

に言及し、マス・メディアに規範的な役割を期待してきた（マクウェール

2010： 214-215参照）。それらの見解の間には、共通点がある一方、不一

致の部分も数多く存在する。特にマス・メディアやそこで働くジャーナリ

ストは、自らの責務について他者に語られることを好まないし、多くの規

範的な議論に関しても共感することは少ないとも言われている（マク

ウェール 2010： 247）。とはいえ、様々な主体がジャーナリズムのあり方

に言及し、「ジャーナリズムの世界」の構築・構成が行われていることに

は変わりがない。

4-3 メディア言説によるマス・メディア報道をとりまく「現実の構築・構成」

以上のように考えれば、規範的なジャーナリズム研究とは「ジャーナリ

ズムの世界」を構築・構成する一活動としてとらえることが可能になる。

一方、日本のジャーナリズム研究者は、このような規範的なジャーナリズ

ム研究には厳しい評価を下してきた。例えば大井は「コンセンサスを欠い

た、独りよがりな規範理論としてのジャーナリズム論、『論』を自称しな

がらも『理論』を欠いたジャーナリズム論が横行しているのではないか

（大井 2003 ： 127）」と、「ジャーナリズム批判」にとどまっていると

「ジャーナリズム論」を批判する。さらにそのような「ジャーナリズム批

判」は、固定化した視座のまま定型化された批判を繰り返してきたという

指摘も存在する（大石 2005： 51参照）。そうした固定化したジャーナリ

ズム批判を脱却したジャーナリズム研究を展開するためには、社会学や政
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治学、イデオロギー研究といった関連する研究領域の蓄積を十分に踏まえ

て行くことが要求される。

これらの「ジャーナリズム批判」に対する指摘は十分説得的である。だ

が、本稿の議論の展開を踏まえれば、「ジャーナリズム批判」をこのよう

な批判的視点とは異なった角度から扱うことが可能であることが分かる。

それは、「ジャーナリズム批判」を不備あるジャーナリズム研究としてで

はなく、マス・メディア報道をとりまく現実を構築・構成する活動の一種

としてとらえ直すということである。ここで再度、シュッツの見解を引用

すれば、人々が構築・構成する社会的世界とは、①整合性に欠け、②部分

的にしか明晰ではなく、③矛盾から全面的に開放されてはいないものとさ

れている。厳密に考えれば矛盾していたとしても、その社会の中で活動す

る人々の間で理解できるだけの一貫性があれば、その世界は構築・構成さ

れるのである。この場合「ジャーナリズム批判」は、言説の一種、特にメ

ディア言説としてとらえ直すことになる。そして「ジャーナリズム批判」

は、「既存のジャーナリズム研究」ではなくマス・メディア報道をとりま

く現実の構築・構成を考察する研究の「調査対象」となる。

研究対象にメディア言説を設定するのは特に珍しいことではない。むし

ろマス・コミュニケーション研究では、ニュース報道による現実の構築・

構成を分析するために、その報道の中で用いられたテクスト、その過程に

おける言説の編成を分析し、どのようなフレーミングが行われたのかを明

らかにしてきた 18。現実の構築・構成過程を分析する手段として、言説分

析は重要な手法なのである。

マス・メディア報道をとりまく現実の構築・構成過程の分析においても

同様である。その構築・構成の過程で用いられる言説に着目することが求

められる。ゼリザーは、ジャーナリストが行うジャーナリズムのあり方に

ついての語りの中には、特定のパターンを見出すことができると指摘する。

例えば、ジャーナリストが執筆したマニュアル本、もしくはジャーナリズ

ムに関する「キャッチフレーズ」の中にそのようなパターンを見出すこと

ができるという（Zelizer 2004、30）19。

社会的世界の中の「ジャーナリズム」

－ 109－



日本社会においても同様である。例えば、「新聞週間」のような定期的

な行事のときに、新聞各紙でジャーナリズムのあり方が頻繁に語られる。

さらに国家・政府、大企業、その他の機関・組織によって報道が制限・侵

害・抑圧されそうになったとき 20、またマス・メディアが社会問題の当事

者（特に名誉棄損や風評の加害者）となった場合 21にも、ジャーナリズ

ムのあり方が自己言及的に語られる。このようなときは、マス・メディア

報道によってマス・メディア報道をとりまく現実が構築・構成されると考

えることができるだろう。また、『新聞研究（日本新聞協会）』、『月刊民法

（日本民間放送連盟）』『放送研究と調査（NHK放送文化研究所）』のよう

に、マス・メディア関連団体が発行する媒体においても、定期的にジャー

ナリズムのあり方に関する記事が執筆されている 22。

以上のようにマス・メディア報道をとりまく現実は、ジャーナリズム批

判といわれる活動によって日常的にも様々な領域において構築・構成され

ている。そしてこの過程を構築主義的アプローチの新たな分析対象として

設定することは十分可能であると考えられる。

5 結びにかえて

本稿が、ジャーナリズムが事件・出来事に意味を付与して現実を構築・

構成していく過程ではなく、コミュニケーション行為の中から特別な行為

としてジャーナリズムが区別されていく過程に着目した理由は、ゼリザー

や大井が言うように「ジャーナリズムとは何か」というコンセンサスが、

実践の場、教育の場、研究の場、そして社会一般においても形成されてい

ないからである。このような状況下で、ジャーナリズム研究に求められる

一つの方向性が、学術的な観点から「ジャーナリズム」という概念を定義

することであることに異論はない。だがそれ以前に、ジャーナリスト、教

育者、研究者、利害関係者、そして受け手といった様々な主体がジャーナ

リズムとは何か、どうあるべきかについて、各々意見を表明しながらマ

ス・メディア報道をとりまく現実を構築・構成しているのである。この構

築・構成過程を研究対象に据えること提示し、そのための道筋を提示する
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のが本稿の目的であった。

本稿がマス・メディア報道をとりまく現実の構築・構成の過程に注目し

たもう一つの理由は、ある特定の問題（例えば環境問題）の報道に関して

は、今までとは異なったジャーナリズムのあり方を期待し要求する見解が

存在するからである。例えば、不確実性が高いとされる地球環境問題に関

しては、ジャーナリズムは単に事実を報道するだけではなく、調査報道・

提言報道を行うことが期待されている。このような期待は、マス・メディ

アの報道の中でも主張され彼らの報道規範となっているだけでなく、一部

のオーディエンスの中でも共有されていると思われる。

もちろん多くの場合、マス・メディア報道をとりまく現実は問い直され

ることもなく自明視されている。しかし外部からの圧力、報道規範の変容、

そしてメディア環境の変化によって、ジャーナリズムの存立が法的、政治

的、経済的、社会的に不安定になると、「ジャーナリズムとは何か/どうあ

るべきか」という問いが発生する。

ジャーナリズムに関する規範が揺らぎ、またジャーナリズムの担い手と

してマス・メディアの地位も揺らぎつつある現在、「ジャーナリズム」を

構築・脱構築・再構築しようとする流れは、ますます活発になっていくだ

ろう。受け手、国家・政府、大企業、あらゆる主体が「マス・メディア報

道をとりまく現実」を構築・構成している中で、ジャーナリズムの担い手

とされるマス・メディアも同様にそれを構築・構成しつつ、事件・出来事

の報道・論評・解説を行うことで現実を構築・構成している。しかしこの

構築・構成の二重性が十分に認識されないまま、一方の構築・構成の過程

（事件報道を通じた現実の構築・構成）に注目が集まっていたのである。

本稿は、このような問題意識のもと、構築主義的視座の起源の一つであ

るとされたアルフレッド・シュッツの現象学的社会学の議論に依拠しなが

ら、その知見をマス・コミュニケーション研究に再適用することを試みて

きた。そして、ジャーナリズムに関する規範的議論とジャーナリズムの報

道に関する研究を架橋するための道筋の一片を提示してきた。
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注

1 本章以降は「マス・コミュニケーション研究」とだけ表記する。

2 本稿では、“construction”に対応する言葉として「構築・構成」を用いる。

“construction（ism）”をどのように翻訳するかは、論者によって異なっている。

スペクターとキツセの『社会問題の構築』を訳者は「（社会問題の construction

の）動的・具体的なニュアンスを生かすために、ともすればスタティックで認

知的という印象を与えがちな『構成』ではなく、『構築』という言葉を選んだ
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（スペクター＝キツセ： 1990、287：訳者あとがき、括弧内は引用者）」と述べ

ている。しかし constructionには、事物が作り上げられていくという動態的な

側面だけでなく、作り上げられたものが配置されているという生態的な側面も

含まれている。したがって、本稿ではそれら双方の意味を込めて「構築・構成」

という表現を用いる。

3 既存のマス・コミュニケーション研究に、現実の社会的構築・構成の考え方を

導入した研究として大石（2005： 101-134参照）。

4 中河伸俊は、マス・メディア研究における構築主義の応用の一例としてタック

マンを挙げている。「中河伸俊のホームページ _ 構築主義社会問題の文献」

http://homepage2.nifty.com/tipitina/biblio6.html参照

5 別の文献で、タックマンはニュースが客観報道の体裁をとるのは戦略的儀礼で

あるとしている（Tuchman 1973参照）。また大井真二は、アメリカでは客観報

道の考え方は専門職業としての記者の誕生、並びにプロフェッショナリズムの

台頭の中で「神話化」「イデオロギー化」していったと指摘する（大井 1999参

照）。

6 同様の関心は、同時期にニュース研究を行ったM.フィッシュマンの議論の中

にも見出すことができる。フィッシュマンは「人々はただ単に物事を行うだけ

ではなく、継続的に自分たちが何をしているのか説明している（Fishman1980：

3）」という問題関心から、ニュース生産現場の分析を行っている。なお、米国

におけるニュージャーナリズム運動やパブリック・ジャーナリズム運動は、既

存の「ニュース観」に対する抵抗運動として理解することも可能だろう。

7 日本で構築主義という言葉が普及し始めたのは、スペクター＝キツセ（1977＝

1990）の公刊や、その翻訳者の一人である中河伸俊が社会問題研究において構

築主義的なアプローチを展開してきた 1990年代以降であり、特に構築主義関

連の書籍、例えば中河（1999）、平・中河編（2000）、中河編（2001）の出版以

降は、急速に一般化してきた。一方、上野編（2001）で示されたように社会問

題研究以外のジェンダーやセクシャリティ研究の分野でも自らのアプローチを

「構築主義」と名乗る論者も存在する。

8 マス・コミュニケーション研究の中に「現実の社会的構築・構成」の視点を導
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入したアドーニとメインは、自らの議論の立脚点をシュッツ、バーガー、ルッ

クマンに置く（アドーニ＝メイン 1984＝ 2002参照）。同様にマクウェールも

マス・コミュニケーション研究における「社会構築主義」的な議論を紹介する

差異に、ブルーマーと並べてシュッツ、バーガーとルックマンに言及している。

また大石（2005）は、マス・メディア報道による現実の構築・構成過程の分析

に関して、現象学的社会学者のバーガー＝ルックマン（1966＝ 2003）、シュッ

ツ（1973＝ 1983）、そして西原（1998）の議論を、W.リップマンのステレオタ

イプ論や、フレーミング研究に引きつけて理解している。

9 ただし、機能主義に対する対抗的関心によって、意味学派が「主観主義」であ

るととらえられてきたことは問題であると西原（1998）は指摘している。意味

付与とは必ずしも個人が自由勝手に行えるわけではなく、他者と間主観的に共

有した解釈図式によって行われるのであり、このような観点は当然シュッツだ

けではなく、バーガー＝ルックマンの中にも存在していた。

10 グールドナーのようなよりラディカルな批判を行う研究者は、社会学者がその

ような社会の変化を見過ごしながら社会理論を形成していることを批判し、

「自己反省の社会学」を提唱したのであると考えられる。また、構築主義的ア

プローチの出自の一つとされる社会問題研究も、このような議論を参照しなが

ら（特にベッカー）、その議論を展開してきたのである。さらにスペクターと

キツセは、ベッカーの議論を批判的に継承しながら、C.W.ミルズの「動機の語

彙」論、グールドナーの道徳に関する議論、そしてガーフィンケルのエスノメ

ソドロジー、もしくはシクレルに言及する（スペクターとキツセ： 1977 ＝

1990参照）。このように広く共有された問題関心があるとはいえ、その中では、

さまざまな立場が存在したのである。

11『シュッツ著作集　第 1巻』p50-51。同内容は『社会的行為の理論論争』p18

において翻訳されており、それをもとに引用箇所も若干修正している。

12 ただしシュッツは、このように形成された知識およびそれの体系は、(1)整合性

に欠け、(2)部分的にしか明晰ではなく、(3)矛盾から全面的に開放されてはい

ないと指摘する。その社会を構成する人々にとっては相互に理解し合える理に

適ったチャンスを提供するには十分な整合性と明晰性と一貫性をみかけの上で
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備えて現れているのである（シュッツ 3巻： 136-137）。つまり、厳密な意味で

は論理的矛盾を抱えていようとも、日常的な共通理解ができる程度の一致は行

われているとしている。

13 このパラグラフにおけるシュッツの行為論に関する記述は、森（1995、2001、

2005）を参照した。

14 シュッツは例として「よそ者」や「帰郷者」を挙げている（シュッツ第 3集：

133-169参照）。

15 鶴見俊輔（1965）参照。

16 ゼリザーは、ジャーナリズム研究者、教育者、ジャーナリストの三者がそれぞ

れ批判し合う様子を、「ジャーナリストは、ジャーナリズムの研究者と教育者

は自分たちの汚い洗濯物（理論）をビジネスの現場という（新鮮な）空気に晒

していないと言う。ジャーナリズムの研究者は、ジャーナリストや教育者のこ

とを理論的に不十分であると言う。ジャーナリズムの教育者は、ジャーナリス

トはその頭を地面の砂の中に突っ込んでおり、ジャーナリズム研究者は雲の中

に突っ込んでいると言う」と三者が互いに批判しあっている様子を表現してい

る。

17 日本でも、「ジャーナリズムとは何かを巡るある程度の合意すらないままに、

われわれはジャーナリズムを語り、現実には議論は交差して豊かな実りを生み

出すこともなく、結局部分的な断片的な議論に終始し、大局を見失ってしまっ

たのではないだろうか（大井 2004： 37-38）」という同様の指摘が存在する。

18 たとえば大石裕（2005）は言説分析の手法を用いて、ホロコースト・メモリア

ルデー報道における現実の構築過程を分析している。また小林直毅編（2007）

は、同じく水俣病事件に関していかなる言説がマス・メディア報道において編

成されていったのか、そしてその過程でどのような排除が行われたのかを批判

的に考察する。

19 ジャーナリスト自身によるジャーナリズムの位置付けとして、「第六感として

ジャーナリズム」「コンテナとしてのジャーナリズム」「鏡としてのジャーナリ

ズム」「子どもとしてのジャーナリズム」「サービスとしてのジャーナリズム」

という 5種類に分類できるとしている（Zelizer 2004： 30－ 32）。
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20 たとえば朝日新聞社の現役記者が殺害された赤報隊事件では、新聞は報道の自

由を侵害する行為を批判しながら、新聞の責務について語っている。また過去

の報道を検証するという報道も行われることがある。

21「三浦事件」や「松本サリン事件」に関するマス・メディア報道については様々

な論評が行われている。

22 さらに個人の情報発信手段の発展（例：インターネット）によって、「ジャー

ナリズムの世界」の構築・構成は、より顕在化したものとなった。
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