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要 旨 

 

本研究は、2019年夏、韓国最高裁の徴用工判決と日本の対韓国輸出規制によって日

韓関係が急速に冷え込んだ時期から、2020年3月末の研究終了日までの新聞テキスト

分析と記者（特派員を含む）による深層インタビューを通じて、相手国に対する「メ

タファー」、ひいては両国の関係改善のための望ましいメディアの役割と環境に関し

悩んだ結果である。 

インタビュー対象者の記者の多くは相手国で留学経験があり、特派員として数年間、

相手国の言語や文化を経験がある。しかし、彼らも有機的な因果関係（ systemic 

caution）をきめ細かくチェックするというよりは、直接的な因果関係（ direct 

caution）のみを取り上げる傾向が見られた。 

これは最近、「ナショナリズムの流行」の中でさらに強化されている。日本のメデ

ィアは、過去の歴史問題を認め、受け入れようとするのではなく、これを「回避」し

ようとする傾向が強い反面、韓国では両国関係を「外交」の側面よりも「愛国心」の

領域に還元するという特徴が見られる。 
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１．はじめに 

 

マスコミは「客観的報道」というものを大原則として受け止めている。しかし記事

を客観的に書けということは、できるだけ正確な客観的真実に到逹するために様々な

方面で取材し補完しろということであり、その事実に対する主観的判断さえあきらめ

ろという意味ではない。実際、主観的な判断が排除された記事はない。 

チョン·スンホ(2013)は「心の中の形容詞は、自分が見たいものだけを見せ、聞きた

いものだけ聞かせる。色眼鏡の色が心の中の形容詞だ。事実を事実通りに映すのでは

なく、すでに作られた状態で『事実』を見せるのが、心の形容詞だ。そうして書かれ

た記事はそのまま読者に伝わり、読者も同様にすでに飾られ、修飾された記事を読む

ことになる。さらにその記事だけを、『事実』として受け入れることになる」 1 と述

べた。 

心の中の形容詞とは、まさに記者のフレームだ。客観的事実は大変重要だ。しかし、

「事実」が意味を持つためには、「道徳的重要性」*という観点で「事実」をフレー

ムに入れなければならない 2。記者も自分の準拠枠、スキーマを通じて取材範囲を設

定し、記事を作成する。問題は、彼らが大した意図や戦略によって記事を作成するわ

けではないという点だ。そうした方が「効率的」だからだ。 

 
1 チョン・スンホ、2013、『形容詞のない新聞が見たい』、『韓国言論文化フォーラム』、

(2013) 
http://cafe.naver.com/ikmcf/232 
2 ジョージ・レイコフ、『象は考えるな』、ユ・ナヨン (2015)、p.15 
＊原文は  Facts matter enormously, but to be meaningful they must be framed in terms of 
their moral importance である  。彼は、自分が道徳的に正しいと信じている信念や理念（保守、

進歩などの価値）を通じて、事実がフレーミングされた時初めて意味を持つと説明している。  
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２．問題提起 

 

 こうした理由から、ニュースルームでは「反知性主義」に流れかねない記者らの主

管を激しく競い「集団知性」を発揮できるよう、さまざまなしくみがある。チーム会

議、部会議、デスク会議、編集者会議はもちろん、同じ担当記者同士のコミュニケー

ションも含まれる。このしくみが機能するためにはある程度「時間」が必要だ。しか

し昨今のメディア環境はこうした「時間」がない。 

 自分の意見をいつでもどこでも掲載でき、「誰でも記者になれる」という雰囲気を

作った。また「言論の自由」という言葉は、それに伴う責任の問題とは考えられず、

数多くの一人メディアやインターネットメディアを誕生させた。 

 レガシーメディアはこのような変化に乗り込んだ。主要新聞社は一斉に「オンライ

ンファースト」(online first)を強調し、ジャーナリズムの観点ではなく、売れるコ

ンテンツとして記事を扱う傾向が強まった。集団知性を発揮して記事の価値を検討す

るのではなく、無限のスピード競争の中で記者個人の突出した個性に依存した、大衆

に売れる記事が求められる。こうした環境の中では「日韓対立」は良い素材だ。読者

が簡単に興奮できるテーマだからだ。 

特に、有名人がソーシャルメディア(SNS)を通じて政治的性向、意見、好き嫌いを

述べる文章は頻繁に掲載され、マスコミの「引用」報道の傾向も深まったことは否定

できない。2019 年、韓国最高裁の徴用工判決が触発した経済規制など、日韓関係悪化

の局面には、有名人の SNS 上の意見がそのまま掲載され、報道された。積極的な原因

分析も、代案も提示しないこのような記事は読者を興奮させ、両国間の感情の悪化を

助長した。 

 メディアは、世の中を認知し、理解するのに少なからぬ影響を及ぼす。そのため、

社会全般の「フレーム」を強化もするが変化させる影響力をも持つマスコミ、さらに

はジャーナリストの持つ観点について、メディア環境の変化に従い、量的·質的調査

と評価を繰り返す必要がある。 

 

３．研究目的及び方法 

 

従来の望ましい日韓関係の報道フレームについての研究は、「形容詞」、「動詞」、

「副詞」の表現の量的チェックにとどまる傾向が強かった。どのような報道が客観的

な報道で、どのような報道がそうではない報道なのかを見分ける基準を、形容詞と副

詞、動詞の表現から見出だしていたのだ。しかし、記者の主観は単に形容詞、副詞を

使うか使わないかの問題にとどまらない。 

国益と関連しやすいコラムは、時々そのような表現が見られる。またインタビュー

記事、文化面記事などでは、より「強調した」、「繰り返し述べた」、「批判した」

などの積極的な動詞使用と人物描写が許される。しかし、一般的な範囲では形容詞、

副詞を使わないのが原則だ。 

本研究は、日韓のジャーナリスト(特派員を含む)を対象にした深層インタビューを
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通じて、研究対象が相手の国や相手国の首脳に関してどう認識しているのかこのメタ

ファーを明らかにすることを目的に、2019 年 10 月 15 日から翌年 3 月 31 日まで日韓

文化交流基金の支援を受けて行われた。 

同報告書は 14 人の日韓記者と 2 人の前·現職のマスコミ各社の経営陣を 2 回以上イ

ンタビューし、両国のメディアが持つ「フレーム」の限界を指摘し、日韓関係改善の

ため、望ましいマスコミの役割と環境について検討したものである。インタビューに

応じた記者たち(韓国人 6 人・日本人 8 人)は相手国の言語を勉強するなど、相手国で

6 ヵ月以上、特派員や留学生などとして居住経験がある。このうち日本人記者 3 人は

相対的に韓国との交流が少なかった。 

 

４．日韓両国のジャーナリストの相互認識フレーム分析 

 

韓国は対日外交の出発点を「歴史問題」に置く傾向がある。そのため、共有できる

歴史観、世界観を持つ日本人のみを韓国の外交パートナーとして認めてきた。 

これまで韓国メディアは日本を「疑わしい地域・敗者フレーム」を通じて認識する

傾向が強かった。「軍国主義の野心」、「二つの顔を持つ日本」、「歴史を金で解決

する」などのイメージがそれだ。 

実際、キム・ヨンウクなど(2006)の研究によると、日本に対する否定的な記事は、

性向の違いが明らかな『朝鮮日報』と『ハンギョレ新聞』とでもあまり差がなかった

が、日本に対する肯定的な解釈は保守紙に分類される『朝鮮日報』が高かった 3。 

韓国記者は「加害者-被害者フレーム」を徹底的に維持する傾向がある。代案につ

いては、「合意点を見出せ」、「日本が前向きな姿勢を取るべきだ」などの原論的な

提案にとどまった。 

韓国日刊紙の東京特派員 A 氏は「3 年程度(韓国の特派員制度は 3 年単位。一方、日

本の大部分は 5 年単位)の短い特派員期間では専門性を養う時間がない。現地特派員

数を増やし、特派員期間を延ばす案が検討される必要がある。現地の状況がわかって

も、日本の問題は国内世論を考慮しなければならない。日本の問題と言えば、進歩・

保守関係なしに民族主義的志向が強く作用するようだ」と述べた。 

韓国記者が「被害者」の立場から過去にアプローチする場合、政治的な目的である

場合が多い。しかし、これが事実の歪曲とは言えず、「加害者」が無関心だったり、

過去を美化したりする態度を見せた場合、このような記憶の再生産はさらに社会的共

感を形成する 4。 

A 氏は「韓日関係は歴史問題だけでなく経済、外交、文化など全領域にわたって被

害者-加害者フレームが残っている。こうした雰囲気の中で記者は大衆の機嫌をうか

がうしかない。歴史を忘れようということではなく、少し落ち着いて見る必要もある

 
3 キム・ヨンウク外 3 名、『メディアに現れた隣国と韓中日メディアの相互国家報道』、韓国言

論財団 (2006)、P.100。  
4 同掲書、p.103。  
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という話だ」と述べた。 

このような傾向は、韓国マスコミのニュース談論で国家主義的な観点、排他的民族

主義が顕著である点とともに検討する必要がある。特に韓国の放送メディアは韓国と

韓国国民を「わが国」、「わが国民」などと表現する。ネイバー (naver)の検索で

「韓国」と入力してヒットする記事だけ見ても、「わが国主導で想定された」(KBS・

放送)、「わが国を訪問した」(ニュース 1・通信)、「わが国と香港は直接的な金融連

携が低いことが根拠として提示された」(フィナンシャルニュース・経済新聞)など、

「わが／我」という単語を積極的に使っていることが確認できる。 

これは海外のマスコミが自国を客観的に言及するのとは対照的だ。日本の新聞は日

本を「安倍政権」、「日本政府」などと表現することが多い。放送の場合、いわゆる

「口語体」という便宜上、「わが／我」という言葉を用いることはできるが、韓国は

新聞でも使用頻度が高い。 

言語には話者の情緒と性向があらわれる。特に代名詞は、話す人の習慣や観点を反

映する。集団を強調した「われわれ」という表現は、韓国メディアが克服すべき点を

示しているのかもしれない。研究期間中のテキストを見ると、GSOMIA（日韓秘密軍事

情報保護協定）の維持を強く主張した『朝鮮日報』を除き、ほとんどの韓国メディア

が徴用工、慰安婦、GSOMIA 問題について、日本の歩み寄る姿勢を促し、米国の役割を

強調した。多くのメディアが日本の心のこもった「謝罪」と「反省」を求めたが、心

からのお詫びの反省がどのような形で行われれば望ましいか、具体的な言及はなかっ

た。 

一方、日本の新聞は、現時点の「利益」と「信頼回復」をより強調する傾向が見ら

れた。GSOMIA 破棄と延長の件に対しても、主として歴史問題は安全保障問題とは別の

問題であるという指摘だった。 

すなわち、日米韓間の協力は、北朝鮮・中国・ロシアの脅威、さらには東アジアの

安全保障のためのしくみであり、歴史問題とは別だとの指摘だ。しかし問題の根本は

徴用工問題に対する韓国最高裁の判決にあり、問題の発端は韓国であるといった「回

避」的な立場を取った。 

2019 年 11 月 23 日、『日本経済新聞』は<協定維持を機に日米韓体制を立て直せ>と

題した社説で「昨年末の韓国軍艦による自衛隊機へのレーダー照射以降、自衛隊には

韓国軍に不信感が残る」、「日本側の疑念を払拭してほしい」などの表現を使用した。

韓国が北東アジア秩序のための「パートナー」であるのは違いないが、まだ「信頼で

きないパートナー」というフレームが読み取れる 5。 

韓国を「約束を守らない」、「信頼できない」、「軽率なパートナー」と見る見方

は『毎日新聞』の 10 月 25 日「社説」<日韓首相会談 放置しない、行動こそ>に登場

する 6。 

特に 2019 年 8 月のホワイトリスト排除措置をめぐる両国間の衝突以降、日本では

 
5 テキスト分析はキム・ヨンウク外 4 人の「メディアに現れた隣国と韓中日のメディアの相互国

家報道」が分類したフレーム及び談論分析の枠組みを参考した。『日本経済新聞』2019 年 11 月

23 日。  
6 『毎日新聞』、2019 年 10 月 25 日。  
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「(韓国は)約束を守らない」というフレームがさらに強化されてきた。 

『日本経済新聞』は<韓国は元徴用工で打開案を>と題する「社説」で「完全かつ不

可逆的に解決した」、「いかなる主張もできない」と、1965 年の日韓請求権協定によ

って韓国に 2 度も補償が行われたと言及し、韓国が協定による責任を認め、徴用工問

題に対応せよと主張した 7。 

これに対しある全国紙の日本記者 B 氏は「韓国はやはり約束を守らないというイメ

ージが国民の間に定着したと思う。私も(なぜ約束を守らないのか)疑問を持っている」

と述べた。 

韓国日刊紙の東京特派員 A 氏は「日本はできるだけのことはしたのに、韓国が無理

な要求をしているという雰囲気だ。しかし、お金で解決されないものもある。(日本

社会はこうした)感情の違いを理解できず、(歴史的な過ちを清算して正すには)遅す

ぎたという感じもある」と述べた。 

『日本経済新聞』は同「社説」で「大法院判決を受け、原告に差し押さえられた日

本企業の資産が売却・現金化されれば両国間で再び負の連鎖が始まりかねない」とし、

徴用工の問題を展望し、さまざまなシナリオについて掲載した。 

また『朝日新聞』は、11 月 16 日「社説」<日韓情報協定、文政権は破棄の撤回を>

にて、米国の防衛費引き上げに対する韓国の事情に触れ、「トランプ政権の同盟軽視」

に日韓が共に対応する必要があるという主張も登場する。損益計算による実利的なア

プローチである。韓国留学経験がある全国紙の日本記者 C 氏は「歴史問題は接点を見

いだせないのが問題だ。しかし歴史問題と両国間の外交安保を結びつけるには無理が

ある。歴史問題を抜いたら、安倍政府はいくらでも韓国に他の方式で補償することが

できるかもしれない」と述べた 8。 

C 氏は「(韓国側が)被害者(韓国)は満足できないので仕方ないという主張だけを繰

り返しすぎている。またこれまでの政権に比べて、文在寅政権が要求することが多い

と感じている」と述べた。 

文政権に対するイメージは「掴み所のないアマチュアのよう」という表現が多かっ

た。しかし、これとは別に、私が個人的に経験した韓国に対しては友好的な表現が大

部分で、中国・北朝鮮・ロシアより信頼できるパートナーとして認識されていた。 

一方、日本の安倍晋三政権については「頑固」、「一匹狼」、「勝手な」という表

現が登場した。個人が経験した日本へのイメージは、「信頼度が高い」、「親切で誠

実」、「経済的」であり、「丁寧な」という言及があった。また歴史的に複雑だが、

共に前に進むしかないパートナーという認識も強かった。 

 

５．「嫌韓」の「反日」フレーム 

 

韓国の東京特派員たちは、日本国内の「嫌韓」報道を扱う場合、メディアがむしろ

 
7 『日本経済新聞』、2019 年 11 月 5 日。  
8 『朝日新聞』、2019 年 11 月 16 日。  
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両国間の嫌悪感を煽る可能性があると十分認めていた。 

 複数の記者は、レガシーメディアが「嫌韓」、「反日」ムードの震源を一部の保守

勢力の騒動と分析しながら、この雰囲気を露骨にビジネスに利用していると話した。

嫌韓、反日の声を軽く見ているが、実際は「お金になるから」これを裏で積極的に流

通、利用する傾向があるということだ。 

実際、昨年から、かつて小型出版社が発行していた嫌韓出版物事業に「講談社」の

ような大型出版社が参入し始め、日韓軍事情報保護協定終了の発表や曺國（チョ·グ

ク）前法務部長官問題が生じた 8 月から 9 月の間には、インターネット放送だけでな

く、テレビワイドショーまで韓国について扱った。韓国メディアもこのような雰囲気

をリアルタイムで報道した。 

嫌韓、反日がインターネットメディア、「一人メディア」を通じて無差別に生産さ

れており、これを主要マスコミが記事に取り上げ、嫌韓反日フレームを強化し、一種

の「広報」を担っている。感情の深層を暴く記事より、対立の様相をスケッチするよ

うなレベルの記事が氾濫していることも問題だ。 

 韓国日刊新聞の東京特派員 B 氏は「テーマが熱く、アクセスしやすいので簡単に書

く。正直、こうした嫌悪の姿を単純な中継する必要はないということを知っている」

と述べた。 

彼は「(嫌韓に対する)まともな分析記事は見当たらない。記事を書く時、刺激的な

もの、新しいものから探すことになるのが事実」と述べた。 

また別の日刊新聞の東京研修生(記者 14 年目・次長)C 氏は「問題はそんな話ではな

く、安倍首相が直接登場するほど、保守系雑誌や放送局は力を持っているということ

だ。安倍首相は賢くメディアを利用している」と述べた。 

彼は「DHC テレビの場合、視聴者が非常に多い 9。エリート(学界・レガシーメディ

ア)はあまり認めようとしないが、大きな問題とは思わない雰囲気がむしろ嫌悪を煽

っているようだ」と分析した。それとともに「レガシーメディアがむしろそれを利用

しているという錯覚さえする」と述べた。 

もちろん、これを過度に憂慮する必要はないという立場もある。日韓関係が急速に

悪化した時はこのようなビジネスが通じるが、関係が回復する過程では嫌韓や反日は

売れないという見通しだ。 

韓国研修と特派員を経験した日本地域紙記者 C 氏は「お金になるから、これまで嫌

韓を利用したとすれば、逆にもうお金にならなくなれば嫌韓の雰囲気はなくなってい

く。あまり露骨なら大企業には負担になる。対立そのものが完全に解決されることは

あり得ない、過度な目標だと思う」という。 

 彼は「日韓関係は、現世代はもちろん、未来の世代まで責任を持って互いに助け合

っていかなければならず、今すぐ解決できるものではない。日韓関係が相互に嫌悪す

る正当性を与える道具として使われないようによく管理することが重要だと思う」と

付け加えた。 

 
9 2020年現在、視聴者数54万6千人余り。  
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 ではなぜ、学界やレガシーメディアは「嫌韓」を扱う一部メディアを脅威の要素と

考えないのか。国家間の関係を「うまく管理」する上で、レガシーメディアは最善を

尽くしているのか、どのような点が足りず、どのような点を補完すれば、互いに嫌悪

するのではなく、成熟した人間としての知性を尽くすことができるのか。 

 2019 年 12 月 24 日に行われた日韓首脳会談では、文大統領と安倍首相が対話による

問題解決に合意した。日韓主要新聞は今回の首脳会談の結果を 25 日付の社説または 1

面で報じ、「具体的な成果は挙げられなかったが、対話を続けていくことになった」

と評価した。特に今回の首脳会談を契機に両国新聞に「ナショナリズム」、「我田引

水」などの単語が登場した。 

 『朝日新聞』は翌 25 日、「日本と韓国の対立‘最悪’を抜け出すために」と題し

た社説を掲載し、「両首脳が偏った隣国観に固執するあまり、柔軟性を欠く外交をし

かけ、ナショナリズムをあおる結果になっているからだろう」と分析した 10。 

『ソウル新聞』も同日付社説で「(日韓は)自国民に向けた我田引水との発表を自粛

すべきだ」と両国政府の行動を批判した 11。 

一歩進んだ主張や指摘を行ったが、「代案」については両国マスコミとも曖昧で消

極的な言葉で言及した。今後の日韓関係を問う質問に対しても、両国の記者たちは消

極的で回避的な主張をした。 

 首脳会談の取材に行ってきた地元紙の日本記者 D(韓国特派員経験有)氏は「今後大

きな進展があるという期待は楽観的すぎる」と述べた。そして「日韓の微妙な不均衡

状態がしばらく続き、解決されない状態、すなわち‘保留'の状態が続くだろう」と

述べた。同席した韓国日刊紙の東京特派員 D 氏もこの主張に同意した。 

彼らが言う「解決」は「保留状態」という曖昧な過去に戻せという意味に近い。つ

まり両国の解決策は、問題の完全な解決ではなく、以前の状態、事実上何も解決せず、

問題が外に表出しなかった「保留」の状態にひとまず戻そうということだ。 

 韓国日刊紙所属の東京研修生(記者 10 年目)E 氏は「両国間に絡む問題は 100%解決で

きない。私たちは徴用工の問題以外にも慰安婦、独島（竹島）など日韓間のより多く

の葛藤をかかえている。おそらくこの問題を自分の任期内本格的に解決しようと介入

する首脳と政府が登場した瞬間、李明博(イ・ミョンバク)政権当時、独島問題が起こ

ったように、日韓関係は手の施しようもないほど悪化する可能性が高い」と話した。 

 特に日韓対立というカードは、不必要な「ナショナリズム」を煽り、政治的人気を

得るため利用する一種の手段として扱われてきた側面があるという意見もあった。 

E 氏は「日韓関係は解決するというより危機管理のレベルで扱われており、政権ご

とに内需向けの人気を上げるための一種の万能カードとされてきたようだ」と述べた。 

さらに大きな問題は、大衆が日韓関係を露骨な政治的道具や保守イデオロギーとし

て受け入れていないが、政治的道具として利用されてきた反日、反韓感情を歴史の構

図として受け止めているという点だ。特にマスコミは、このような枠組みを強化する

 
10 『朝日新聞』、2019 年 12 月 25 日。  
11 『ソウル新聞』は「このようなこと（自国民に向けた我田引水格の発表）は韓中首脳会談以降

にも表れた」とし、中国が自国の人権問題をめぐる議論を隠すため、文大統領との対話を歪曲し

た事案について言及し、日韓関係において政府の我田引水格の発表を自粛すべきだと指摘した。  
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一助となっていたという責任から逃れることはできないだろう。 

 

６．日韓ジャーナリズムの限界 

 

最近、ジャーナリズムの現場ではそれぞれのフレームがお互いを監視するいわゆる

「ゲートキーピング」という厳格な原則が崩れている。特にインターネット、モバイ

ルツールなどメディア環境の急激な変化により、記者は「刺激的」で「誇張」な記事

を書くように追い込まれる。 

 韓国の日刊紙は「オンラインファースト」（online first）戦略を強調し、紙面用

記事とオンライン用記事を分けて掲載している。新聞の評価は目に見えないが、オン

ライン記事はまさにページビュー(pay per view)の数字で価値が決まる。PPV は直接

広告収益につながる。 

この仕組みで売れている記事は、「よい記事」とされる。従来のフレーム研究によ

ると、読者は誇張されたニュースにさらに興味を持ち、それをより記憶する。そのた

めオンライン記事は「刺激的なニュース」に反応する読者を集めるのに血眼になる。 

特に韓国の記者たちは「基礎取材」と「ゲートキーピング」を伴わない一部の記事

が、インターネットを通じてあまりにも簡単に拡散している現実を指摘した。適当な

取材に基づかない記事がインターネット空間を通じて急速に拡散している。 

インターネットは紙面より拡散速度が速いにもかかわらず、韓国ではゲートキーピ

ング過程が省略される場合が多い。新聞には使えないが、インターネットでは「売れ

る」偏った記事が取材現場に出ない契約職のオンライン記者たちの手で流通する 12。 

取材現場に出向かない場合、記事の主なソース(source)はオンライン上の議論、反

応などに留まる傾向がある。日韓関係に対するネチズンたちの意見や憶測が記事とし

て殺到する理由だ 13。 

有意義な記事であるか、どうかは、「（読者たちが）その情報を得ることによって、

世界の成り立ちについての理解が深まるかどうか」によって判断される 14。成熟した

ジャーナリズムはこうした基準によって選別される。 

問題は、個人が記者やメディアだと主張できる、似非ジャーナリズムの時代に世界

が突入し、ジャーナリズムの情報選別基準が「世界を深く理解するのに役立つか」で

はなく、自分の判断フレームによって取捨選択されているということだ。 

１人メディアや市民メディアなどの形で、多くの情報が自分のフレームを通じて無

差別に「記事化」されており、このような自己中心的な情報はまるで「レガシーメデ

ィアが隠している真実」であるかのように流通している。 

 
12 記者はオンライン記事と新聞記事を区別する。  
13 日本の新聞は、韓国に比べてオンライン戦略が目立たない。新聞の部数にまだ力を入れている

が、新聞の読者の減少に対する悩みの深さは似ていた。  ある地域紙の新聞社の現職代表はメディ

ア環境の変化に関して「新聞を読まない世代がますます増えることに強い危機意識を感じる」と

しながらも「新聞産業で絡んでいる人、関係が強固で規模も大きい。まだオンラインより新聞の

質を高めることに力を注いでいる」と述べた。  
14 内田樹、『街場のメディア論』、光文社、2010、ｐ .40。  
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ジャーナリズムという形で生まれた多くの似非メディアが、日韓関係をナショナリ

ズムのフレームを強化するために組織的に加担していることも問題だが、仕方なくま

たは不用意にレガシーメディアもこれに賛同しているのは事実だ。これは、学習と事

例を十分に勉強できる「時間」が不足する環境変化が一つの原因として挙げられ、記

者集団の責任感、使命感が十分でないという批判にも通じる。 

 韓国総合編成放送局所属の東京特派員 F 氏は「特に昨夏のホワイトリスト制裁以後、

両国の地上波放送がニュースではなく芸能になった。‘嘲弄’が売られる時代を最も

警戒しなければならない。ところがメディアであっても‘嘲弄’を助長し、金を稼い

でいる」と指摘した。 

 

７．結論 

 

われわれは国家を一つの人格と想定して考える傾向がある。国家間の関係を「仲間」

や「友人」、さらには「兄弟」として称するほか、「敵」、「裏切り者」などと認識

する 15。このような認識構造から、日韓関係が一気に親しい仲間や信頼できる友人に

なることは難しい。 

これまでの日韓間の報道は、国民感情、すなわち世論の反響を意識せざるを得なか

った。韓国では、両国の歴史問題について多くの国民が納得できるよう報道されてい

ない。そのため、日韓関係を通じて「愛国心」やナショナリズムが流行し、ますます

強化される。記者たちも「被害者-加害者」という古典的フレームの中で日韓関係を

認識する傾向が強かった。 

日本は過去の歴史問題を認め、受け入れる態度よりも、これを「回避」する傾向が

強かった。「平和」という曖昧な単語があっただけだ。 

韓国記者 A 氏は「(日本の政府関係者が)お金は使ったが、(周辺国の)心はまったく

掴めなかったと言った。国家を一つの人格体と想定していたなら状況は変わっていた

だろう」と述べた。 

インタビューに応じた記者たちは、大半が相手国で勉強し、特派員として数年間、

言語や文化を経験した人たちだ。しかし、彼らも「有機的因果関係」を細かく考える

のではなく、「直接的因果関係」だけを言及する傾向があった。 

日本のマスコミは、2019 年夏に悪化した日韓関係の原因を最高裁徴用工賠償判決に

求めた。韓国メディアもこれを「経済報復」と報道し、GSOMIA 問題について経済報復

撤回を要求した。しかし、今の日韓関係の問題は、元徴用工賠償判決のみ解決したと

しても、すべて解消されるわけではないだろう。 

ジャーナリズムの主張は、実は単純にならざるを得ない。単純であれば効率的に読

者に読まれるからだ。しかし責任を持つジャーナリズムなら、ここで終わってはなら

ない。日韓関係を脅かすナショナリズムやその他の有機的な因果関係を公論の場に引

 
15 ジョージ·レイコフはすべての国に人という隠喩が隠れていると主張する。そのため「やくざ

国家」や「友好国」があり、「国家利益」もあるというのだ。  
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き入れて議論しなければならない。 

誰かが国民の「善良な愛国心」を刺激して政府に順従し、ひいては他国の国民に対

しては傲慢な優越感を持たせようとしたのではないか 16、綿密に調べなければならな

い。  

 
16 内田樹・白井聡（ 2015）『日本戦後史論』、朝日新聞出版（＝2019、정선태 , 「사쿠라  진다」

우주소년 , p7）  
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