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公式アカウント、あります。

聞園田

（ワ セ∴ダ ク 種、ニ∴ク、ル）

VVasedaChronicle
ジャーナリズムなき国の、ジャーナリズム論

一一朝日新聞「記事削除要求」事件を解剖する
日時：2020年1月25日（土）午後1時30分＊開場は午後1時

場所：早稲田大学早稲田キャンパス8号館411教室（最雷獣は地下鉄東西線量軽坦壁）

基調講演：大石泰彦・青山学院大学法学部教授（『ジャーナリズムなき国の、ジャーナリズム
論』の編者）
パネルディスカッション：大石泰彦、渡辺周（ワセダクロニクル編集長）、司会＝出口綾子
（彩流社『ジャーナリズムなき国の、ジャーナリズム論』担当編集者・市民団体「北鎌倉史跡研究
会」「寿支援者交流会」メンバー）

参加費：1，000円（ワセクロの寄付者の方は500円）

参加方法：事前申し込みが必要です。こち圭からお申し込みください

問い合せ：ワセダクロニクル運営事務局（Contact＠wij一四g）まで

ワセクロの最新情報が届きます

あなたの支援が記事をつくります。
ご支援をお願いします
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﹁吉田調書﹂

朝日新聞社

ヰ報道と人権委員会﹂
書

記事の取り消しに関する申し入れ蕾

木村伊量社長
長谷部恭男委員

今井義典委員

宮川光治委員

私たち︵別紙︶は︑新聞社︑通信社︑放送局で報道や番組制作の仕事にかかわった者です︒
を入手した朝日新聞は五月二〇日付朝刊で︑﹁命令違反で撤
という内容です︒

﹁東電社員らの九割にあたる約六五〇人が吉田所長の待機命令に

︵吉田調書︶

と報じました︒記事は

﹁聴取結果書﹂

東京電力福島第一原発市政に絡み︑政府事故調査・検証委員会が作成した︑吉田昌郎所長
の
退﹂
違反し︑一〇キロ南の福島第二原発に撤退した﹂

政府が公開を拒んできた陣取結果書の内容を報じることは︑事故現場の責任者の証言内容
をチェックし︑事故の教訓を導き出すことで再発防止に役立てるために社会が共有するべき

情報を提供したという点で︑報道機関に求められる役割を果たしたと言えます︒この報道は
結果として︑九月一一日︑政府自身が公表を決断することにもつながりました︒

と表明しました︒

だとしました

︵九月二一日付

とし︑その原因について︑﹁調書を読み解く過

﹁多くの所員らが所長の命令を知りながら第一原発から逃げ出したような印象を与

﹁関係者を厳正に処分します﹂

ところが︑この記事に対して︑九月一一日に木村社長らは記者会見し︑記事の取り消しと︑

朝日は

担当取締役の解職︑さらに
える間違った表現のため︑記事を削除した﹂
程での評価を誤り︑十分なチェックが働かなかったことなど﹂

朝
刊
︶
︒
しかし︑吉田調書や東電文書を読む限り︑吉田所長の指示通りの結果とはなっていません︒

りがあったとは言えないと考えます︒

や︑﹁珊

所員が実際に第二原発に退避したという事実は揺るがず︑私たちは記事を取り消すまでの誤

﹁伊藤律架空会見事件﹂

とは根本的に異なります︒粘り強い取材によって︑政府が秘密にしてきた情報を入

今回の記事は︑過去に朝日がねつ造によって取り消した
瑚事件﹂

手して書かれたものです︒折しも特定秘密保護法の施行が二一月一〇日に決まりました︒政

府の情報の壁はさらに厚くなります︒政府発表に頼らず︑記者の責任で報じるこのような調

﹁厳正な処分﹂

を表明しています︒そもそも処分すべき対象かどうかという疑

萎縮してしまうことになれば︑新聞や放送に対する信頼をさらに失うことになりかねません︒

査報道が︑これからの報道に一層欠かせなくなっています︒調査報道に取り組む記者たちが

木村社長は
とを強く望みます︒

申し入れ人一同

以上

問もあり︑私たちは︑朝日の処分が︑誰から見ても公正で︑そして不当でない内容であるこ

二〇一四年一〇月二七日

患

﹁吉田調雷﹂

記事の取り消しに関する申し入れ人

赤尾光史 ︵元日本新聞協会職員︑大学非常勤講師︶−

︵新聞労連中央執行委員長＝共同通信労組出身︶

︵五十音順︶

新崎盛吾

︵元共同通信記者︑ジャーナリスト︶

赤環オホロ ︵元放送記者︶

粟野仁雄

飯室克彦 ︵元東京新聞・中日新聞論説委員︶

︵元神奈川新聞記者︑ジャーナリスト︶
池田恵理子 ︵元NHKディレクター︶

池添徳明

石川旺 ︵元NHK職員︑上智大学名誉教授︶

伊田浩之 ︵元愛媛新聞記者︶

岩崎貞明 ︵元テレビ朝日記者︶

市村元 ︵関西大学客員教授︶

魚住昭 ︵元共同通信記者︶
大西五郎 ︵元中部日本放送報道局長︶
大場晴男 ︵元NHKアナウンサー︶

大原雄 ︵元NHK社会部記者︶

岡田幹治 ︵元朝日新聞社論説委員︶

︵元中部日本放送報道局＝部長職︑日本ジャーナリスト会議東海専務局長︶

桂敬一︵元日本新聞協会研究所長︑元日本記者クラブ総務部長︶
加藤剛

︵元日本テレビ記者︑ジャーナリスト︶

北村韓 ︵元毎日新聞記者︑﹃週刊金曜日﹄発行人︶

北岡和義 ︵元読売新聞記者︑元日本大学国際関係学部教授︶

倉澤治雄

︵元NHK教育番組ディレクター︶

︵元フジテレビ︑武蔵大学名誉教授︶

小滝一志

小玉美恵子

︵元NHKプロデューサー︑立正大学文学部教員︶

︵元NHK・報道カメラマン︶

︵元NHK芸能局プロデューサー︶
小山帥人

小中陽太郎

桜井均

薄田猛 ︵元毎日新聞記者︶

蓮見芳光 ︵元愛媛新聞記者︶

新藤健一︵元共同通信カメラマン︶

柴田銀治 ︵元朝日新聞論説委員・科学部長︶

須貝道雄︵元日本経済新聞・生活情報部編集委員︶

添田孝史︵元朝日新聞記者︶

砂川漕慶︵元民放連職員︶

蓋宏士 ︵元毎日新聞記者︶
高田昌幸︵ジャーナリスト︶

竹信三恵子︵元朝日新聞記者︶

土江真樹子︵元琉球朝日放送記者︶

津田正夫︵元NHKプロデ干サ上立命館大学教員﹀

戸崎賢二︵元NHKディレクター︶

長井暁︵元NHKプロデューサ⊥

永田浩三︵元NHKプロデューサ←

中西晴史︵元日本経済新聞記者︶
行木恒雄︵元日経新聞記者︶
西山太古︵元毎日新聞記者︑ジャーナリスト︶
萩原啓司︵元フジテレビ社員II技術︶

原義雄︵元共同通信記者︑ジャーナリスト︶

藤田文知︵元BPO＝放送倫理番組向上磯櫛︶

本多勝一︵元朝日新聞編集委員︶

前坂俊之︵元毎日新聞記者︑静岡県立大学名誉教授︶
増田康雄︵元NHK音響効果︶

松田浩︵元日本経済新聞編集委員︶
丸山重威︵元共同通信社編集局次長︑ジャーナリスト︶

森達也︵元番組制作会社勤務︑映画叢・作家・明治大学特任教授︶
山口正純︵元読売新聞記者︶
山田厚史︵元朝日新聞編集委員︑デモタラTV代表︶
吉田博二︵元→BS社員＝技術︶
吉永春子︵元→BS社員︑テレビプロデューサー︶
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