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論題論題論題論題「日本は刑事事件における実名報道を禁止すべきである。是か非か」「日本は刑事事件における実名報道を禁止すべきである。是か非か」「日本は刑事事件における実名報道を禁止すべきである。是か非か」「日本は刑事事件における実名報道を禁止すべきである。是か非か」 

＊ここでいう実名報道とは、個人を特定して、その人が加害者または被害者であることを

推測させる情報を、仕事として不特定多数に提供することとする。 
＊違反者には刑事罰を科すものとする。 
＊公務員または公務員であったものが在任中に関わった事件の本人に関する情報は禁止の

対象から除く。 
＊本人または警察が実名報道を要請した場合を除く。 
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1.1.1.1. 初めに初めに初めに初めに    

普段私たちが接している新聞・TV・雑誌・

インターネットメディアなどの報道機関のニ

ュースでは、日常的に犯罪に関する報道が流

されています。 

殺人事件や誘拐事件など大きな事件が起き

たら、逮捕された加害者の顔写真から名前、

暮らしぶりや過去の経歴・言動、犯罪を受け

た被害者の顔写真から名前、被害者に近い人

の悲哀、生活態度（被害者が学生であれば学

校生活）までもが連日のように報道される…。

このような報道を皆様も見聞きしたことがあ

ると思います。 

こうした報道が加害者や被害者のプライバ

シーを侵害したり、心を傷つけてしまったり

することが問題となっています。例えば、加

害者の立場では犯罪と直接関係の無いような

情報まで日本中に報道されてしまう、被害者

の立場では犯罪被害者であることを秘密にし

ておきたかったにも関わらず広く報道されて

しまう、といったことが考えられるでしょう。

このような点への配慮から、スウェーデンで

は犯罪報道が匿名のみ*1で行われています。 

 今回の論題は、犯罪加害者や被害者がなぜ

実名で報道されているのか、それにかかわる

問題点や意義に関して問うものです。個人が

特定できるような報道の仕方が犯罪を正確に

報道するために不可欠であるという考え方も

あれば、一方で報道内容は個人のプライバシ

ーの観点などから制限されるべきだという考

えもあるでしょう。今回の論題を通じて、報

道の社会における役割や、犯罪と報道の関係

の有り方について、改めて考えてみることが

必要となります。 

 

2222．現状と論題後でどう変わるのか？．現状と論題後でどう変わるのか？．現状と論題後でどう変わるのか？．現状と論題後でどう変わるのか？    

① 現状の確認 

はじめに、日本での犯罪報道の状況を大ま

かに確認しておきましょう。現在の日本では、

加害者側であれば容疑者として扱われている

時から、刑事裁判の被告人、そして刑に処せ

られるまで実名で報道され、被害者も多くの

場合でそうなっています。特に加害者の場合、

次ページにまとめたように捜査や裁判の進み

具合によって呼び方が大きく変わってくるこ

とと、まだ裁判前で本当に犯罪加害者かどう

かが分からない方も報道の対象となっている

ということに注意が必要です。 

近年では、プライバシー保護の意識が高ま

ったことで、報道機関側で一部実名報道を自

主的に控える場合も出てきました。被害者が

実名で報道されることを強く拒んでいる場合

などです。また、最近は警察や検察などの捜

査機関も、捜査中の容疑者の実名や軽犯罪の



被害者の実名を公表しない事が増えてきてお

り、原則としては実名報道が行われています

が、匿名報道も増えてきている傾向にありま

す。 

しかしながら、こうした匿名報道は法律な

どのような、明確なルールに従って行われて

いるわけではなく、あくまで各報道機関の自

主的な判断に任せられています。このため、

世間で注目されている事件では報道合戦が過

熱しているといった批判も今なお残っていま

す。 

 

 

②②②② 論題の導入前後でどのように変わるの論題の導入前後でどのように変わるの論題の導入前後でどのように変わるの論題の導入前後でどのように変わるの

か？か？か？か？    

・・・・付帯付帯付帯付帯文文文文についてについてについてについて    

 論題の導入でどのような変化があるのかを

付文に沿って説明していきます。 

まず、付帯文の１つ目の前半部分に注目し

てください。 

““““個人を特定して、その人が加害者または被個人を特定して、その人が加害者または被個人を特定して、その人が加害者または被個人を特定して、その人が加害者または被

害者であることを推測させる情報害者であることを推測させる情報害者であることを推測させる情報害者であることを推測させる情報””””は、主に

本名や顔写真、職業、年齢などですが、場合

によってはその人の住居・容姿・経歴・家族

構成などを詳しく報道することも個人を特定

する情報に該当するでしょう。 

 これらの要素はあくまで一例に過ぎません

ので、皆様も議論を作ってくうえで、どのよ

うなものが個人を特定できる情報に当たるの

かをチームで検討してみてください。その際

にはぜひ、実際のニュースや新聞記事での報

道内容にも目を通してみましょう。 

 

次に後半部分に注目してください。““““仕事仕事仕事仕事

として不特定多数に提供することとするとして不特定多数に提供することとするとして不特定多数に提供することとするとして不特定多数に提供することとする””””と

ありますが、これは新聞・TV・雑誌・インタ

ーネットニュース・フリーのジャーナリスト

のサイトやメールマガジンなど、仕事として

発信している媒体や個人であれば論題の定義

に該当します。あくまで「仕事として」行っ

ている媒体や個人が対象ですから、例えば個

人での噂話などで実名を出したとしても、論

題の定義に該当しないことになります（この

部分は、論題導入以前で変化しません）。 

 

付帯文の２つ目では、違反者には刑事罰を

科すことになっていますが、この刑事罰をど

のようなものにするのかを、肯定側は決める

ことになります。違反者には罰金を課す、報

道機関としての活動を一定期間停止させる*2、

また場合によっては懲役刑も考えられるでし

ょう。 

 

 

 付帯文の３つ目では、””””公務員または公務公務員または公務公務員または公務公務員または公務

員であったものが在任中に関わった事件の本員であったものが在任中に関わった事件の本員であったものが在任中に関わった事件の本員であったものが在任中に関わった事件の本

人に関する情報は禁止の対象から除く人に関する情報は禁止の対象から除く人に関する情報は禁止の対象から除く人に関する情報は禁止の対象から除く””””こと

になっています。公務員とは、一般的な地方

公務員や国家公務員だけでなく、この場合は

国会議員・地方議会議員・裁判官など公職に

就く人全体をさします。ですから、例えば国

会議員や地方公務員が在職中に関わった汚職

事件や凶悪犯罪に関しては、実名で報道して

も良いことになります。 

公務員の仕事は社会全体の利益に深く関わ

るものであるため、このような例外規定が設

けられています。たとえば、汚職を行った国

会議員の実名が公開されないことによって、



誰が汚職を行ったのかわからなければ国民が

選挙で投票する際に困る、といったことが起

こってしまうためです。 

 また、「本人に関する情報」「本人に関する情報」「本人に関する情報」「本人に関する情報」とは、たとえ

ば公務員が加害者である場合に、その被害者

側まで実名報道が認められるわけではないと

いうことです。 

 

 附帯文の４つ目では「「「「実名報道を本人また実名報道を本人また実名報道を本人また実名報道を本人また

は警察が要請した場合は警察が要請した場合は警察が要請した場合は警察が要請した場合」」」」において許可してい

ます。 

被害者や加害者本人や家族が事件を知って

もらいたいなど何らかの理由で、実名報道を

望んだ場合には、実名報道を規制することは

望ましくないためです。また、例えば指名手

配犯の報道や行方不明者の捜索など実名や本

人の特定につながるような情報を報道するこ

とが事件の解決に必要な時などには警察が要

請を行うことによって、実名報道を行うこと

が可能です。 

    

・少年犯罪の報道について・少年犯罪の報道について・少年犯罪の報道について・少年犯罪の報道について    

最後に注意する必要があるのが、少年犯罪

事件の加害者の場合には、すでに法律で加害

者の名前は実名報道が禁止されていることか

ら、匿名で報道されることとなっています。

現行の法律では罰則がないため、本人が特定

できるような情報が行われてしまう場合もあ

りますが、論題導入後はそうした報道も罰則

の対象となります。少年犯罪の被害者の場合

は、今までも実名報道されておりましたが、

論題では禁止されることになります。*3 

 

３．どのような議論ができるか？３．どのような議論ができるか？３．どのような議論ができるか？３．どのような議論ができるか？    

 これまでの話を踏まえて、どのような議論

を論じることができるのか、いくつか例を見

てみましょう。 

 

メリット例１：犯罪加害者が社会復帰メリット例１：犯罪加害者が社会復帰メリット例１：犯罪加害者が社会復帰メリット例１：犯罪加害者が社会復帰しやすしやすしやすしやす

くなるくなるくなるくなる    

 現状で、逮捕・起訴された時に加害者の実

名が報道されると、刑罰を終えて罪をつぐな

った後にも、再就職などの社会復帰が難しい

といわれています。再就職ができないため安

定した生活ができないことは、本人にとって

良くないばかりか、再犯罪にもつながりかね

ません。加害者の特定につながる情報が報道

されないことで、加害者が罪をつぐなった後

により社会復帰しやすくなるかもしれません。 

  

メリット例２：冤罪であった加害者の名誉がメリット例２：冤罪であった加害者の名誉がメリット例２：冤罪であった加害者の名誉がメリット例２：冤罪であった加害者の名誉が

守られる守られる守られる守られる    

 犯罪報道では、容疑者の段階から加害者の

実名報道が行われることがあります。このた

め、本来無実であった人が裁判前からあたか

も犯罪者のように報道され、名誉を傷つけら

れてしまうことがあります。 

例えば、94年に起きた松本サリン事件では、

第一通報者の河野義行さんが犯人であるかの

ような実名報道がされたために、無実の河野

さんやその家族の名誉を大きく傷つけること

になってしまった話は有名です。 

 刑事裁判では本来、裁判で有罪が確定する

までは容疑者の方は無罪であると推定し、犯

罪者であるかのような扱いはしないこととな

っています。無実であった人までも特定され

てしまう情報が報道されずに済むことによっ

て、こうした原則が報道の側からもより守ら

れるようになるかもしれません。 

   

メリット例メリット例メリット例メリット例3333：犯罪被害者：犯罪被害者：犯罪被害者：犯罪被害者////加害者のプライバ加害者のプライバ加害者のプライバ加害者のプライバ

シーを守れるシーを守れるシーを守れるシーを守れる    

報道機関では自主規制を行っているものの、

特に世間の注目を浴びる事件では実名報道が

行われ、プライバシーや心情を傷つけるよう

な報道がされていると言われます。 

加害者だけでなく、被害者の場合も、過熱

した報道によって犯罪の被害だけでなく、さ

らに心や名誉を傷つけられることにもなりか

ねません。論題を導入することで、プライバ

シーや名誉がきちんと守られることになるか

もしれません。 

 

 次に、デメリットとなりうる議論を見てい

きましょう。デメリットの議論は報道機関が

社会の中で果たしている役割が重要になりま



す。 

    

デメリット例デメリット例デメリット例デメリット例１１１１：犯罪報道：犯罪報道：犯罪報道：犯罪報道の質の低下の質の低下の質の低下の質の低下    

 匿名報道によって加害者、被害者のくわし

い情報が伝えられないために、犯罪報道の質

の低下が起きてしまうというものです。 

現在でも、匿名報道の対象となっている少

年事件でも社会的に報道する意義が大きいと

考えられる事件では、実名報道が必要だと主

張する声もあり、これが論題導入後ではさら

に難しくなるでしょう。 

また、匿名報道では内容の正しさを確かめ

にくくなるため、報道内容がずさんなものに

なったり、誤った報道が見過ごされやすくな

ったりすることも考えられます。 

他にも、違反すれば刑罰が科せられるので、

それを恐れて報道機関が積極的な取材や報道

することを恐れるようになる危険性もありま

すので、全体として報道の質が下がってしま

う、と主張することも可能でしょう。 

 

デメリット例デメリット例デメリット例デメリット例 2222：知る権利：知る権利：知る権利：知る権利、報道の自由、報道の自由、報道の自由、報道の自由の侵の侵の侵の侵

害害害害    

 日本は民主主義国家であり、主権者である

国民には国のあり方を考えるのに必要な情報

を「知る権利」があるといわれています。 

また、この「知る権利」を守るため、新聞

やテレビなどのメディアには、国に左右され

ず重要と思われることを国民に伝える「報道

の自由」があると言われています。 

論題ではこうした権利・自由の一部を制限

することになりますから、ここからデメリッ

トを考えることもできるでしょう。 

この場合には、犯罪の実名報道が「知る権

利」や「報道の自由」のどういった部分を大

きく損ねているのか、分かりやすくジャッジ

に説明することが大切でしょう。 

  

デメリット例デメリット例デメリット例デメリット例 3333：公権力のチェック機能の低：公権力のチェック機能の低：公権力のチェック機能の低：公権力のチェック機能の低

下下下下    

報道の重要な役割の一つとされているのが、

警察、検察などの国家機関が不正を行ってい

ないのか、適切に動いているのかをチェック

することです。 

実名報道がなされなくなることによって、

警察の捜査の不正や不備を、報道によって告

発するといったことがやりにくくなり、権力

への監視が行いにくくなるかもしれません。 

 

この他にも、考えられる議論はありますが、

4 分という短い立論の時間の中で議論を立て

る必要がありますから、どの議論を立論に入

れるのかはよく検討が必要でしょう。 

 また、メリット・デメリット全体の議論に

ついての理解を深めるために犯罪被害者や加

害者のプライバシーがどれだけ守られるべき

ものなのか、報道機関は犯罪報道によって社

会の中でどのような役割を果たしているのか

をリサーチし、考えていく事も重要です。 

 

４．最後に４．最後に４．最後に４．最後に    

 刑事事件に関する政策をめぐる議論では、

極端な結論の主張が目立ってしまったり、あ

るいは目立った一部の事例が大きく取り上げ

られたりといったことがしばしばみられま

す。個別の資料や事例だけではなく、刑事事

件やその報道へ国がどのように関わっていく

べきかということを考えながら、論題に取り

組んでみてください。 

 最後になりましたが、今年も、皆様がリサ

ーチやチームでの議論の末に考え抜いてきた

良い議論が見られることを期待しています。 
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*1スウェーデンでは“原則”匿名報道主義が

採用されていますが、いくつかのケース(政

治家などが職務に関する犯罪を犯した場合)

で例外的に実名報道が認められています。 

 

*2 活動を停止させるのは刑事罰ではなく行

政処分であるとの指摘があり、検討の結果、

削除が妥当と判断しました。 

 

*3少年法少年法少年法少年法    第第第第 61616161 条条条条  

（記事等の掲載の禁止）（記事等の掲載の禁止）（記事等の掲載の禁止）（記事等の掲載の禁止） 

「家庭裁判所の審判に付された少年又は

少年のとき犯した罪により公訴を提起され

た者については、氏名、年齢、職業、住

居、容ぼう等によりその者が当該事件の本

人であること推知することができるような

記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲

載してはならない。」 

 

 


