あまみ

中

い～な
診療所
ねぎぼうず
中 央
事務局
研究所
しらさぎ

つなぐの

さくら

大阪＋知的障害＋地域＋おもろい＝創造

知の知の知の知
社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会 社会政策研究所情報誌通算 3352 号 2016.11.19 発行
==============================================================================
赤ちゃん縁組

少しずつ群馬で浸透

愛着形成など利点多く
毎日新聞 2016 年 11 月 17 日
女児を中心にくつろぐ親子。親戚や友人、近所の人には「縁
あって養子を迎えた」と報告した。「血縁があろうとなかろ
うと、子どもへの愛情の深さは同じ」と語る＝群馬県で２０
１６年１０月２９日、鈴木敦子撮影

さまざまな事情で親が育てられない子どもを、生
まれてすぐに里親が引き取り、実の子として育てる
通称「赤ちゃん縁組」が群馬県内でも少しずつ浸透
し始めている。親子の愛着や安定した成育環境を築
く上で、多くの利点がある。しかし、国内では長ら
く乳児院などの施設で育てるのが一般的だったため、認知度はまだ低く、関係者は「国や
県がもっと力を入れて制度の周知を図り、里親を増やすことが必要だ」と指摘している。
【鈴
木敦子】
「かんぱーい」
。１０月下旬、１歳８カ月の女児が豆乳の入ったマグカップを父親（４７）
のコーヒーカップに近付けた。「白いおひげができてるよ」。父親は女児の口の周りをタオ
ルで拭き取り、母親（４４）とほほえんだ。
この夫妻は２年前、赤ちゃん縁組の群馬県内「１号」となった。不妊治療の３度目の体
外受精で望む結果が出ず、
「私は子どもを産みたいのではなく、育てたい」と妻が提案した
のがきっかけだった。児童相談所（児相）で研修を受け、２０１４年１２月に里親として
認定された。その数カ月後、児相から連絡があり、病院で生まれたばかりの女児と対面し
た。女児の実父が養育を拒否し、実母が臨月になって児相に相談したらしい。半年の試験
養育と家庭裁判所の決定を経て、親子になった。
妻が引き継いだ母子手帳には、実母が妊婦健診を欠かさず受診していた記録があった。
「娘を産んでくれた実のお母さんには感謝の気持ちでいっぱい。里親や養子が自然なもの
としてもっと広まってほしい」
しかし、厚生労働省の１３年度調査では、親が育てられない新生児の養育先は、乳児院
３８２件に対し、里親７１件。赤ちゃん縁組に熱心な愛知県以外の自治体では、大半が乳
児院に入っている。
県内では１４年度から児相が取り組みを始め、今年５月には里親推進を盛り込んだ改正
児童福祉法が成立した。１５年度の赤ちゃん縁組は３件に増え、今後も需要が高まること
が期待されるが、県内の里親は減少傾向にある。県によると、約１５年前に１７０人以上
いた登録者は昨年度末現在で１３２人。里親の高齢化による自然減や不妊治療の広がりな
どが背景にあるとみられる。
約３０年前に愛知県の児相の児童福祉司として「赤ちゃん縁組」を導入した矢満田篤二
さん（８２）は「施設の職員がどんなに愛情を注いでも、仕事である以上、限界がある。
国や県は、子どもにとって最善の利益は何かを考えて本腰を入れて取り組むべきだ」と力

説する。
群馬県内「１号」となった母親は、認知度を上げるために「産婦人科にパンフレットが
あれば、子どもを育てたい人にピンポイントに伝わる。事情があって育てられない人も目
にするかもしれない」と提案する。

やまゆり園の未報告「不適切」…県第三者委
読売新聞 2016 年 11 月 18 日
相模原市緑区の知的障害者福祉施設「津久井やまゆり園」で４６人が殺傷された事件で、
県が設置した外部有識者による第三者委員会の第６回会合が開かれた。同委は、施設側が
県に犯罪予告を報告していなかったことについて「不適切」とする認識で一致した。来週
にも検証結果をまとめ、再発防止策を県に提言する。
施設側は犯罪予告を受けた後、防犯カメラを設置するなどして警戒する一方、施設の設
置者である県には予告があったことを伝えなかった。これに対し、同委は「危機意識の高
まりにもかかわらず県に報告しなかったことは不適切」とした。
会合後、記者会見した県保健福祉局の佐久間信哉局長は「情報があれば県警本部と打ち
合わせたり、夜間の防犯態勢をより強化するよう施設側に指示したりすることもできる」
と述べた。
同委は、カメラを設置した際の県の対応についても「県が（設置目的を具体的に）確認
すべきだった。ささいなことも意思疎通できる風通しの良さが必要だ」と苦言を呈した。

相模原・やまゆり園建て替え

亡くなった方の名刻んだ慰霊碑建立を
東京新聞 2016 年 11 月 18 日
建て替えをめぐって質疑応答が展開された説明会＝相模原市緑
区の千木良公民館で

四十六人が死傷した相模原市緑区の県立知的障害者
施設「津久井やまゆり園」の建て替えをめぐる県の説明
会が十六日夜、地元の千木良（ちぎら）公民館であった。
施設の建て替えに向けて本年度中に基本構想を作る方
針を示した県に対し、住民の女性からは「絶対忘れては
いけない事件。亡くなった方の名前も入れた、誰でも慰霊できる碑を造るべきだ」との意
見が出た。
住民二十三人が出席。市が進行役を務め、県は小島誉寿（たかとし）福祉部長らが説明
に臨んだ。六十億～八十億円で二〇一七年度から四年間掛けて全面的に建て替えるとし、
入所者はその間、横浜市内の県立施設へ仮居住などするため全員がやまゆり園を離れると
方針を述べた。
住民から要望があった慰霊碑について、県側は「遺族によっては、やまゆり園への入所
を知らせておらず、偽名で葬儀せざるを得なかった方もいる」と紹介。先月のお別れ会で
も各遺族に氏名公表の意向確認をしたとし「悲しみはまだ癒えていないとの話を頂いた。
名前を刻むかどうかはもう少し時間を掛けて意向を確かめたい」と述べた。
施設を運営するかながわ共同会の米山勝彦理事長は「事件が発生した二十六日を（毎月）
祈りの日としている」とし、風化防止へ取り組んでいると紹介した。
住民からは「基本構想の作成に障害者も加えるべきだ」「防災拠点にもしてほしい」との
意見もあった。説明会は十八、十九日にもある。 （井上靖史）

大卒初任給、３年連続増＝２０万３４００円－厚労省調査 時事通信 2016 年 11 月 17 日
厚生労働省が１７日発表した賃金構造基本統計調査によると、２０１６年の大卒初任給
は前年比０．７％増の２０万３４００円となった。３年連続の増加で、過去最高を更新し

た。厚労省は「景気回復を背景にした企業の賃上げや雇用環境の改善が初任給を押し上げ
た」
（賃金福祉統計室）と分析している。男女別では、男性が０．７％増の２０万５９００
円、女性が０．６％増の２０万円でともに過去最高。産業別に見ると、最も高かったのは
情報通信業（２１万２０００円）
、最も低かったのは宿泊・飲食サービス業（１９万１７０
０円）だった。大学院修士課程修了の初任給は１．３％増の２３万１４００円、高専・短
大卒は０．７％増の１７万６９００円と、それぞれ４年連続で増加。高卒も０．２％増の
１６万１３００円と３年連続で増えた。調査は７月、１０人以上を雇用する民間企業を対
象に実施。１万５３０８事業所の回答を集計した。

人はなぜスケープゴートを作り出すのか？
釘原直樹 / 社会心理学
シノドスジャーナル 2016 年 11 月 16 日
スケープゴートとは
災害や事故で大きな被害が出た時、あるいは不正行為や犯罪が明らかになった時、マス
コミによる集中豪雨的な報道がなされることがある。そして往々にして、悪者探しが行わ
れ、何が原因であるのかより、誰が悪いのかが追及される。すなわち、責任主体が不明確
な場合でも、特定の人や集団がターゲットとして選び出されて非難されることもしばしば
である。
これは、人が曖昧な状況やフラストレーションに長時間は耐えきれず、早急に責任者を
選び罰することによって心の安寧を回復しようとするためであると考えられる。このよう
な現象がスケープゴーティングであり、その対象となったものがスケープゴートと呼ばれ
る。
様々なスケープゴーティングが考えられる。例えば「いじめ」である。いじめられっ子
の存在により学級の安寧が保たれている可能性があるため、その子がいなくなれば、別の
子が対象として選び出される可能性が高い。それからいわゆる「バッシング」もスケープ
ゴーティングの一種だと考えられる。子どもが自殺してそれがいじめによるものと認定さ
れると、教師や校長に対する執拗な非難攻撃が繰り返される。
人々にとってスケープゴートがなぜ必要なのか
第１の理由は人が様々な煩悩をかかえていることである。それは例えば、
「ズルをしてで
も金持ちになりたい」
「卑劣な方法を使ってでもライバルを押しのけて彼氏や彼女と結ばれ
たい」
「自分の能力は低いが、他者には能力があると思われたい」などである。
精神分析理論によれば、スケープゴーティングは自分の中にあるこのような邪悪な思考
や感情（不安、罪悪感、性的欲望、低能力、劣等感）を抑圧して意識外に追いやり、さら
に、それを他者に投影することによって、解消しようとする無意識の試みであると説明さ
れる。
その邪悪な思考や感情が投影されたターゲットがスケープゴートである。ユダヤ人が、
金銭欲が強いと思われていたのは、キリスト教徒に内在する金銭欲が抑圧され、ユダヤ人
に投影されたためであると考えられる。また以前、白人は「黒人には強い性欲があり、白
人女性によこしまな思いを持っている」と思っていたそうである。これも白人自身の中に
ある性欲が抑圧され、黒人に投影されたものと考えられる。
さらに、前東京都知事であった舛添氏がマスコミによりバッシングされたのも、人々の
金銭欲が舛添氏に投影された結果であるとも考えられる。バッシングすることにより人々
は自分の金銭欲を無意識に追いやることができる。そして自分は「舛添氏とは違い、金銭
面でピュアであり、あのような恥ずかしい人間ではない」と思い込むことができるのであ
る。
第２の理由は人生（他者、仕事などを含む）がままならないことからくる欲求不満であ
る。人は人生を思い通りにコントロールしたいという基本的欲求を持っていると考えられ
る。しかし人生は多くの災難や不幸に見舞われ、予見不可能である。この脅威を小さくし、

コントロール感を維持するために、人は不幸の様々な原因を少数に絞ったり、真の原因と
は別の対象を見出すことが考えられる。その対象となるのが特定の個人であり集団である。
「権力は腐敗する」という表現も、その権力を倒した側や批判する側が、旧権力（敵）
こそが社会に数々の不幸をもたらした主要な原因であると特定することによって、自分た
ちのコントロール感を高めようとする心理メカニズムとも考えられる。
敵の存在は、広範囲にわたる予見できないリスクに満ちた環境をより、コントロール可
能なものとして知覚させるのに都合が良い。たとえ、敵の影響力と厄災との関連が明確で
はなくても、コントロール感を喪失した人はそれを回復しようとして不幸の原因を過剰に
敵に帰属することもありうる。
すなわち、人々が曖昧で脅威に満ちた状況に置かれた時、ある敵を見出し、脅威の源が
もっぱらその敵にあると見なし、強大な力があると思い込む。そのことにより状況が理解
しやすくなり、コントロール感を回復できると考えられる。これはテロリストの心理にも
通じるものである。
マスメディアは連続殺人などの凶悪犯罪が起きると犯罪者の異常な行動について大々的
に報道する。これは社会の敵のイメージ作りに貢献しているとも言える。コメンテーター
は何か事件が発生した時、
「信じ難い行為」「人間ではない」という言葉を繰り返すことが
ある。これも敵や悪者の像を巨大化させ、そのことにより人々のコントロール感を高める
ことに貢献しているとも考えられる。
この意味で人々にとって諸悪の根源である悪者の存在は必要不可欠であり、もし悪者が
消えた場合、次の新たな悪者を見出さなければコントロール感が失われてしまう可能性が
ある。
コントロール感を高めるもうひとつの有力な方法は擬人化（人為化）である。イヌ、ネ
コのみならず、爬虫類にも「心」を見出している飼い主が多い。それは、われわれが動物
やロボットを擬人化することによって理解し、コントロール可能なものとしてとらえよう
とするからであろう。
また日食のような天体現象でさえも、昔は人間のような意志を持った超自然的存在によ
って説明された。それに対して、現代は数学により定式化された物理法則で理解する。そ
の意味で神と数式を入れ替え、より都合のよいもっともらしい説明をしているとも考えら
れる。
いずれにしても人為化は不明瞭な世界を理解するのに都合が良いのである。人知が及ば
ない世界を人知が及ぶ世界に転換するには人為化することが手っ取り早い。星座や台風に
人間の名前をつけたり、幻に幽霊を見て人為化するのは人が環境を何とか理解しコントロ
ールようとする努力の現れであるとも考えられる。
また大災害が起きるとマスメディアは「これは災害ではなく人災だ」と報道することが
多い。どのような自然災害もそれに関わる人や部署はあるので、スケープゴートを見出す
ことは容易である。
そして、この人為化には文化の違いも見出されている。日本は擬人化に対する許容度が
高い国であり、アメリカは低い国であることがわかった。アメリカ人の類人猿研究者は日
本人研究者がサルを擬人化することを批判するそうである。アメリカ人は意識してそれを
避けるが、日本人研究者は擬人化に対してそれほど抵抗がなく、また現象の理解に役立つ
ため意図的に行っている面もあるということである。
スケープゴートのターゲット
スケープゴートの対象となりやすいのは先述した道徳観やコントロール感の回復に役立
つ人や集団であることが考えられる。投影が容易で、不安や自尊心を回復しやすい対象が
選ばれるであろう。
具体的には第１に多数者から嫌悪感を持たれている異質者・異端者である。これは歴史
的・精神的・身体的特徴による。キリストを殺したとされるユダヤ人が差別の対象となり、
中世ヨーロッパでは幻覚・妄想など重い精神症状を持つ人が魔女裁判にかけられた事例が

少なくなかったということである。
第 2 は攻撃しても安全な対象である。マイノリティーや弱者（例えば、不況時のドイツ
のユダヤ人、9.11 同時多発テロ発生時のアメリカのアラブ人、学級の中のイジメられっ子）
は多数者の恰好のターゲットとなる。
ただし、完全な弱者はコントロール感の回復にはあまり役立たない。コントロール感の
回復には相手が強い方が効果的である。ただし、強い報復があれば困るので、報復を回避
しながらスケープゴーティングを行う必要がある。その意味では、もっとも良いターゲッ
トは、過去において強者であった者や反撃が封じられている強者である。
例えば王侯貴族や上流階級、権力者は革命や敗戦によって社会体制が変わると処刑され
たり追放されたりする。フランス革命ではルイ 16 世がギロチンにより公開処刑されたり、
ルーマニア革命ではチャウセスク大統領が殺害されその無惨な写真が公開されたりした。
またドイツ敗北後、ヨーロッパ全域でナチスやその協力者に対する激しい追及が行われ
た。特に憎悪の対象となったのが、対独協力者で、群衆の面前でリンチされたり、絞首や
銃殺により処刑された。
また金持ちや成功者、大企業の不祥事はマスメディアの恰好の攻撃対象になる。聴覚障
害のため日本のベートーベンと賞賛された作曲家のウソや新しい万能細胞を作製したとさ
れた若い女性研究者の論文剽窃に関してメディアによる大量報道がなされた。
このような対象を攻撃することは自尊心の向上に効果的なのである。すなわち今まで攻
撃が許されなかった強者に立ち向かうことにより、弱者や正義の味方をしたという自己満
足と過去のねたみや恨みを晴らしたという充足感を味わうことができるのである。
また、先述した弱者（ユダヤ人、アラブ人、イジメられっ子）も攻撃する側にとっては
完全な弱者ではない。ナチス時代のユダヤ人は当時ドイツの経済を牛耳っていて、ドイツ
社会を崩壊させる意図と力を持っていると考えられた。魔女も中世ヨーロッパでは得体の
知れない不気味な力を持っていると思われていた。9.11 の時のアラブ人もテロの意図をも
っていると恐れられた。
イジメもイジメる側はイジメられっ子によって何らかの被害を受けていると思っている。
このように多数者の妬みや羨望あるいは嫌悪の対象であり、攻撃しても反撃されない対象
についてスケープゴーティングは行われるのである。
スケープゴートをする側の性格
アドルノらは次のような権威主義的性格の人が差別的言動を行う傾向があると指摘して
いる。
・厳格で頑固な信念を持っている
・価値体系がありふれた紋切り型である
・自身を「弱い」と見なされることに耐えられない
・伝統的な社会的慣例の違反は許せないと思っていて、違反者を理解しようとはしない
・特に未知なことに対して疑いを持つ
・権威には大きな敬意を払い、秩序に対してよく服従する
その他、社会的ヒエラルキーの維持にこだわる社会的支配傾向も関連しているというこ
とである。戦争や革命、災害などで社会の支配構造が揺らいだ時、このような態度を持っ
ている人は容易にスケープゴーティングを行うことが予想される。
最近ではいくつかの国で暴言を売り物にする政治家が脚光を浴びている。暴言が人々に
受け入れられるのは自分の中にある権威主義的性格を政治家の中に見出しているからかも
しれない。
スケープゴートの変遷
報復攻撃の対象が欲求不満の源ではなく、他のものに向けられる置き換えはスケープゴ
ーティングの中核的メカニズムである。そして、われわれはある意味でこれを日常的に行
っている可能性がある。例えば、上司から叱られたサラリーマンが家に帰るなり奥さんに
当たり、奥さんは子どもを叱り、子どもは猫を蹴飛ばすといった連鎖が生じるかもしれな

い。
災害や事故が発生するとメディアは一斉に悪者探しをする傾向があることは先述した通
りである。そして探し当てた悪者が非難するに値しない場合、あるいはその悪者だけを非
難しても欲求不満を解消できない場合、次のターゲットが必要になる。
このようにして次々に非難対象が変遷することも
ある。このような研究から筆者らは波紋モデルを考案
した。これは水面に石を投げ入れた時に、そこから波
が発生し四方八方に拡散していくような状況のアナ
ロジーである。図はモデルを上から見たものであり、
右の図はその断面を示したものである。
このモデルでは質と量の両面を考慮する。事件直後
にはその衝撃によって大きな波紋が発生する。振幅の
大きさは攻撃エネルギーの量であり新聞記事の数
（量）に反映される。時間が経過するに従って波の振
幅は次第に低下していく。全体的にはこのような経
過をたどるのであるが、途中で記事数が若干増大し
たり減少したりすることを繰り返す。
途中で記事が増大するのは、その出来事から 1 週
間、1 ヶ月、1 年というような記念日的な日であった
り、事件や事故の重大な手がかりや新たなスケープ
ゴートが発見された場合である。もちろん他の大き
な事件が発生するとその波動エネルギーによってエ
ネルギーが低下してしまう。
質的な面に関してこのモデルは非難攻撃の対象（スケープゴート）の変遷について言及
する。波紋の同心円の中心に近い所ではその振幅エネルギーが狭い範囲に集中している。
この狭い範囲を個人（攻撃の対象人物）とする。時間経過に従って次第に面積が広がり、
中心から離れるに従って攻撃対象が個人から離れ、職場の同僚、職場のシステム、管理者、
行政当局、社会、国家というように拡散して行く。
中心からの面積が狭い場合、エネルギーは狭い範囲（例えば個人）に集中しているが拡
散するに従って 1 件当たりの攻撃エネルギーは低下する。一件当たりの攻撃エネルギーが
あるレベルまで低下すれば新聞記事として掲載されたり、テレビで報道されるようなこと
はなくなる。
マスコミとスケープゴート
現代は人間の全ての経験を対象化し商品化する「ファスト（即席）資本主義」とも言わ
れている。生では体験できないような事柄も快適な居間でテレビのリモコンのボタンを軽
く押すだけで見ることができる。
ニュースはその制作者が売ろうとする重要な商品のひとつであり、視聴者が多ければ多
いほど制作者の利益になる。商品であるからメディア企業やスポンサーの利益や意向もニ
ュース選択に影響しているが、主に視聴者の興味に基づいて、報道すべき内容とそうでは
ない内容がふるいにかけられる。
視聴者が放送内容や記事に関心を示せば、メディアの担当者はこれを良い商品としてみ
なし、関連するニュースを流し続け、視聴者の関心を引き続けるように努力する。もし視
聴者がニュース内容に興味を示さなかったり不満足であったりした場合には別のニュース
と入れ替えられる。報道の送り手と受け手は絶えずやりとりしながらニュース内容の選択
を行っているとも言える。
ニュース選択の基準を集約すれば下記のようになる。
1）ネガティブさの程度 悪いニュースは良いニュースと言われる。ニュースはドラマとシ
ョックをもたらし、聴衆にとって魅力的である。

2）重要性 多くの聴衆にとって関連があったり、重要な出来事が取り上げられる。
3）近接性 文化的、地理的近接性が高いものがニュース価値がある。
4）サイズ 多くの人が災害に巻き込まれたり、出来事に大物が関わっているほど取り上げ
られる。
5）閾値 強度が強く、センセーショナルな内容のものが選択されやすい。
6）ドラマ化 葛藤闘争として劇画化される。
7）視覚的魅力 テレビ映りや外見の良さ、あるいは逆に外見の醜悪さが考慮される。
8）娯楽 視聴者の楽しみと憂さ晴らしに役に立つ娯楽的価値が高いほど選択されやすい。
風変わりな出来事、子ども、動物、セックスなどが対象になりやすい。
9）最新情報 特ダネやスクープなど予期できない、あるいはまれにしか起きないことが取
り上げられやすい。
10）エリート ビッグ・ネーム（著名人、権力者）は聴衆を引きつける。
11）個人化 複雑な出来事や問題を個人の行動に還元する。
12）簡潔 複雑な出来事を担当者が単純化し、明確に理解・解釈できれば、取り上げられ
る可能性が高い。
13）連続性 既にニュースになっている出来事は選択されやすい。よく知られており解釈
が容易なため。
14）メディアの好み 記事が新聞社や放送局の好みに合っている。
15）頻度 ニュースメディアの発刊・放送のサイクル内で繰り返し起きる出来事が放送さ
れやすい。長期にわたるものは取り上げられない。
16）構成 新聞や放送の構成やバランス（紙面の配置や放送時間）が考慮される。
上記の１〜５までは視聴者の興味や欲求不満が強いものを選出することに関連する項目
であろう。次の６〜９の項目は視聴者の興味をさらにかき立てたり、関心を高めることに
関連している。１０〜１３は高まった欲求不満を特定の対象に導くプロセスに関連してい
る。すなわちスケープゴーティングの対象を明確化する働きを示している。ただし、対象
が定まったとしてもメディア側の要請や都合で、ニュースとなるかどうかが左右される。
１４〜１６はそれに関連する項目である。
このようにメディアは視聴者の興味を引き、欲求不満を高めるようなニュースを取り上
げ、さらにそれをかき立て、そのエネルギーをある焦点に導き、最終的にはメディアの都
合により加工処理するということになる。このようなマスメディアのニュース選択行動や
偏向がスケープゴートを生み出す土壌になっている可能性がある。
スケープゴーティング現象とインターネット
近年はインターネットの普及により、一般の人が気軽にかつ匿名で情報を発信すること
が可能になった。そのため、自分の身の安全を確保しながら一方的に特定の個人や企業や
団体の責任を追及することも少なくない。匿名になると、他者や世間からの評価も気にす
る必要はなく、さらに個人としての自己意識も低下して、反社会的、攻撃的、非理性的行
動をすることが考えられる。この状態を心理学的には「没個性化」と呼ぶ。
この状態では、行動に対する責任も個人が背負う必要はなくなり、責任が分散して、良
心の呵責を憶えることも少なくなる。ソーシャルメディアのユーザーは、その匿名性の高
さや集団としてのまとまった言動から、一種の群集とみなすことができよう。現代はその
意味でますます「群集の時代」になったとも言える。その現れの一つが、ソーシャルメデ
ィアのユーザーによるスケープゴート（生贄の羊）の探索と非難攻撃であろう。
スケープゴーティング現象にいかに向き合うか
スケープゴーティングは先述したように、人の心の深層にある無意識の欲望や社会に溢
れている欲求不満のもとになるような原因によって引き起こされる可能性が高い。しかし、
それを無くしたり、低減したりすることは困難である。ただし、これまで述べてきたよう
な心理的メカニズムが働いていることを人々が日頃意識すれば、そのような事態にある程
度適切に対応できるものと思われる。

それから先にも述べたようにスケープゴーティングにはマスメディアの報道のあり方が
大きく影響している。何よりも報道する側の信頼性向上が望まれるが、日本新聞協会広告
委員会の調査によれば新聞に対する信頼性は次第に低下し 2013 年度は、信頼していると回
答した人は 3 割しかいない。それはメディアの様々な不祥事、特にヤラセや誤報や誇張表
現、スケープゴートを仕立て人権を傷つける報道被害の存在もその背景にあると考えられ
る。
日本新聞協会は 2000 年に新聞倫理綱領（改訂版）を発表している。その主項目は自由と
責任、正確と公正、独立と寛容、人権の尊重、品格と節度である。そのような綱領の存在
にも関わらずそのイメージがかなり失墜していることは否めない。この問題に対処する試
みの一つとしてアメリカでは「卓越したジャーナリズムのためのプロジェクト」というメ
ディア監視 NGO が一線級のジャーナリスト 25 名によって 1997 年に設立され、活動して
いるとのことである。
それからスケープゴーティングを抑制するためには、受け手の能力向上が求められる。
それは人の認識が様々なバイアスによって歪められているからである。このバイアスを防
ぐには、批判的思考が大切であると言われている。批判的思考には無意識の意識化という
側面がある。
スケープゴーティングの発生には投影や置き換えのような無意識のメカニズムが働いて
いる。これを意識化することができればスケープゴーティング現象を緩和することが可能
になると考えられる。
批判的思考の要点としては、a）自分の視点があくまでも１つの視点に過ぎないことに気
づくこと、b）他者の視点に身を置いてそれを共感的に理解すること、c）たとえ自分の考
えを否定することになるとしても両者を同じ基準で判断すること、などが挙げられる。
さらに批判的思考の態度として、自分の知識の限界に気づく「知的謙遜」
、これまで考え
なかったことを考えようとする「知的勇気」、他人を理解する「知的共感」、自分と相手を
同じ基準で評価する「知的誠実」
、自分を疑うという困難なことをあえて行う「知的忍耐」
、
自分の感情とは関係なしに評価を行う「知的正義感」、相手の言うことにも耳を傾ける「開
かれた心」などが大事であるということである。
そのような態度を子どもたちに身につけさせるための試みも行われている。小学５年生
を対象に松本サリン事件（オウム真理教によって引き起こされた殺人事件であったが、無
実の人が犯人扱いをされ、メディアによって大々的に報道された事件）の新聞記事を資料
として提示し、授業を行っている例もある。
その中で、子どもたちに、記事が憶測で書かれてしまったことや、誤
報が生み出された背景などについて議論させている。それを通して、新
聞記者が記事を書くときの気持ち（締め切りについてのあせりや不安）、
読者が新聞を読むときの構えや態度について理解を深めさせることを
企図している。このような学習を積み重ねることによって、スケープゴ
ーティング現象の理解と意識化が可能になるであろう。
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