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1 マスメディアの取材構造

事物／催し物の存在を、出来るだけ多くの人に知っ

てもらうには、ウェブ掲示やメーリングなどに加えて、

既存メディアに取材対象として取り上げてもらうこと

も重要です。

効果的に、マスメディアに情報を流すためには、彼

らの情報収集の方法や組織構造を知っていなければな

りません。特に日本の新聞・テレビは、その取材シス

テムが欧米に比べて特殊で独特なうえ、一般の方々に

は知られていない理解が難しい部分も数多くあって、

対応には十分な知識を持ったうえで、一定の手順を踏

む必要があります。

1.1 新聞の場合

会社の構造ではなく、「メディアとしての取材・発信

の組織骨格」に絞って記述します。従って、総務・経

理・人事などの説明は除きます。

ほとんどの新聞社は、紙面を作る「編集局」の中に、

「整理部」「社会部」「政治部」「経済部」「科学部」「写真

部」「生活・文化部」などの取材担当部署が入る構造に

なっています。事件や事故は「社会部」が担当します

し、金融や企業動向などは「経済部」が原稿を書きま

す。演劇やテレビ、出版物などの記事を書くのが「生

活・文化部」です。人数的には「社会部」が最も大き

く、「文化部」は各社とも一番小さい組織のようです。

部のトップはもちろん部長で、その下に数人の「デ

スク」がいます。各部は新聞紙面内にそれぞれが責任

を持つ「社会面」「政治面」「経済面」「文化面」などの

紙面があり、デスクは交代勤務で、その日その日の部

署の担当紙面について出稿責任を負うわけです。

部内には小さいチーム、例えば社会部なら「府警」

「府庁」「市役所」「司法」「関空」などのチームがあり

ます。当該の場所に取材拠点となる駐在先があって、そ

れぞれを慣習的に「ボックス」と呼び、「府警ボックス」

「市役所ボックス」などと言います。経済部なら「証券

取引所＝大証ボックス」「関経連＝五月会ボックス」な

どでしょう。これは、それぞれの取材先で記者らが情

報を得るための窓口部署 (多くは広報部）が、おそら

くは余りにマスコミへの対応が煩雑で鬱陶しかったた

めに、「あんたら、ひとまとめになって聞いてくれ。場

所をやるから」などというやり取りのすえ、記者らが

駐在する部屋を与えて、そこを「記者クラブ」と名付

け、それぞれの社を間仕切りのようなもので区切った

ことから始まったようです。それぞれの区画が箱みた

いなので「ボックス」。この呼び名が学校のクラブの

部室にまで及んだと言われています。それぞれのチー

ムの責任者を「キャップ」と言います。「府警キャップ」

「関空キャップ」といった具合です。

編集局の中の「整理部」は、全ての記事をひとまと

めにして、新聞全体の構成を考える部署で、学級新聞

なら「編集部」になるでしょう。ただ、どの記事を 1

面トップに持ってくるか、などは取材現場や編集局長

との相談ごとになっています。整理部がたとえば最高

検察庁みたいに完全に社内的に独立した権限を持って

いるわけではありません。それでも、首相の汚職を独

占入手したときなどは、政治部に普段の倍以上の紙面

を与える、なんていう決断をしなければなりません。

これは整理部が決定します。

記事の見出しやレイアウトなどは、整理部がほとん

どを決定しています。もちろん、これも現場デスクレ

ベルとの相談になりますが。で、構成上分かりやすい

ように、小さい項目に分けたり、いくつかの原稿をひ

とまとめに並べたりなど、視覚上の調整や編集上の工

夫などを、取材現場のデスクに伝えるのが仕事です。

「この記事を 1面トップに持ってくるので、600字。

リードは 150字。背景の説明を 300字で縦見出し。今

後の影響を縦見出しで 100字」などと指示を出します。

デスクからは「トップなんだから背景説明に 600よこ
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せ」とか「他にも似た事件があるから囲みをくれ」な

どと駆け引きがあるでしょう。

記事は「リード」と「本記」から出来ています。

「リード」とは「見出し」の次にある、100字ほど

の記事内容の概要で、テレビのニュースに置き換える

とアナウンサーが顔を出して項目の説明をしている部

分に該当します。読者が一目で項目全体の内容がわか

るようにしたのがリードです。「本記」は、その詳細な

内容説明で、リードとある程度中身が重なることは避

けられません。

＝＝＝＝

リード「今日午後、西成区の住宅街で火事があり、ア

パート１棟と隣接する民家１軒が全焼した。けが人は

いなかった。」

本記「今日、午後 3時 20分ごろ、西成区岸里 2丁目

の南海汐見線に近い住宅街で、アパート「浜口荘」の

2階の部屋から火が出て、部屋の住民が消し止める暇

もなくアパート全体に燃え広がり…」…

＝＝＝＝

などという構成になります。

現場の記者は、主に本記を書くのが仕事で、デスク

はそれに手を加えたうえで、整理部に提出します。求

められればデスクがリードを書きます。もちろん、現

場がベテランの場合ならキャップや記者本人がリード

も付けた本記を出すこともあります。二人以上の人物

が目を通して原稿を作り上げるこの方法は、表現の平

準化を図るだけでなく、細かなミスや文章全体を通し

ての不具合などを避けるためで、たとえ記者歴 20年の

ベテランが記事を書いていても、若手を含む誰かが必

ずその原稿にさらに目を通して、組織的に推敲するこ

とが励行されています。

1.2 新聞の出稿時間

新聞は、一暦日の 24時間内に何度も発行されます。

また、地域によってもその編集内容は異なっています。

多くの新聞社は、東京・大阪・名古屋・福岡に発行拠点

を持っていて、それぞれ「東京本社」「大阪本社」「中

部本社」「西部本社」などと命名しています。札幌や仙

台、松山、広島などにあっても良さそうに思いますが、

現時点では「本社」は置かれておらず、それぞれがど

こかの出張拠点扱いです。

新聞は、それぞれの地域の販売店向けに、順次「版」

を作って印刷をします。その日 1番に作った版が「第

1版」になります。暦日が開始する午前 0時以降に最

初に作る版は夕刊用になります。朝刊はもう既に印刷

にかかっている時間ですので。ところが「1版」は事

実上、社内のチェック用のもので、冗談ではなく間違

いだらけです。で、それを基に訂正を重ねてようやく

外部に出せるような体裁の最初の編集稿が「第 3版」

です。それぞれの本社の最遠隔地（大阪本社なら丹後

半島の端っこや和歌山南部など）に届く夕刊は「第 3

版」がほとんどです。で、さらに新しいニュースなど

を加えて内容を新しくした「第 4版」が、ほぼ完成版

に近い夕刊ということになります。

朝刊は同様に「第 13版」から外部に出て、完成版の

朝刊は「第 14版」という新聞社がほとんどでしょう。

第 13版に間に合う原稿の締め切り時間は、多くの新

聞社で午後 9時頃とされています。もっとも昨今は電

子編集が進んで、事件や事故などの「発生もの」では、

深夜 1時ごろの原稿でも、朝刊の編集にギリギリ間に

合う場合もあるようです。ほんの 20年ほど前までは、

朝刊での企画記事の締め切りは、前日の 19時前後とい

うところが少なくありませんでした。

朝日放送は「藤原鎌足の墓を特定」という大スクープ

を秘密裡に入手し、10年以上にわたってインタビュー

や現物撮影などの取材を続け、1987年秋に 2時間の特

別番組が完成するまで、一緒に調査をしていた研究機

関に対して、報道リリースを完全にストップさせてい

ました。

京都大学と奈良文化財研究所が共同記者会見を開い

て、全マスコミにその内容をいよいよリリースする、

という段になって、朝日放送の敏腕プロデューサーが

記者会見を特別番組放送前日の午後 17時 30分に設定

するよう、働きかけたのです。

こうすると、NHKを含めて、テレビの夕方ニュー

スには「藤原鎌足の墓を発見」という取り敢えずの第

1報しか間に合いません。多くの視聴者は詳しい内容

がわからないので「新聞で読もう」と思ったでしょう。

一方、新聞社は翌日の朝刊に間に合わせるのが精いっ

ぱいで、内容の細かいチェックなどには手が回りませ

ん。こんな大ニュースを一面トップに持っていかない

ジャーナリストはいないはずで、4大紙を含めてほと

んどの新聞が朝刊の「全面横見出し」「1面ぶち抜き」

で、これを扱いました。

朝刊が出た直後には、朝日放送が全国ネットで 2時

間の報道特別番組を組んでいましたから、“広告代要ら

ずの番組宣伝の特大キャンペーン”が出来たわけです。
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視聴率は休日の午前中にも関わらず 13％を超え、当

時の昭和天皇までもが「自分の先祖なので興味深く拝

見しました」と定例会見で述べるという、オマケの光

栄を得ました。何せ、その特別番組には、既に死亡し

ていて後追い取材すら不可能な専門家や当事者らのイ

ンタビューが、「〇〇年死去」なんていうスーパーと共

にぞろぞろ出て来ます。周到に準備されたリリースタ

イミングだったことは、新聞関係者ならすぐに分かっ

たはずです。

テレビ欄を見て、新聞全社が「しまった！ABCにハ

メられた！」と思ったでしょう。部長や担当デスクか

ら本記を書いた記者までが、その日の夜には不味～い

ヤケ酒を飲んだに違いありません。テレビ担当の文化

部記者は、爆笑でおヘソをよじらせたかも知れません

が。

マスコミの取材・編集環境や、メディア各社の締め

切りと編集現場の状況を知り尽くしていれば、こうい

う配慮が出来るのです。

「自分の独占コンテンツをニュースとして価値ある

ものに仕立て上げ、リリースする」

せっかくの作品を出来るだけ多くの人に届けるため

に、この工夫は重要です。

1.3 テレビの場合

テレビやラジオも、新聞社ほどの規模ではありませ

んが、同様の報道部門を持っています。組織構造もほ

ぼ同じで、「社内のデスク」と「現場の取材拠点」とで

構成されています。ほぼ全てのテレビ局で「外勤」「内

勤」で通じます。「社会部」「経済部」などの専門部署

を持っているのは、在京キー局 5社ぐらいで、地方局

は「報道部」の中にせいぜい「経済班」や「医療班」な

どの内勤記者との兼務チームがある程度でしょう。

拠点となる社外外勤のボックスは、ほぼ新聞社と変

わりません。

大きく異なるのは、ボックスなどから本社への送稿

方法です。新聞社はWiFiとラップトップさえあれば、

原稿と写真をどこからでも送れるようになりましたが、

テレビは高精細ハイビジョンの映像・音声を送らねば

なりません。データ量が膨大なため、ポータブルWiFi

などでは性能が良くなったとはいえ、とんでもない時

間がかかります。UQや EOなどの光ファイバーの端

点（営業所がほとんどです）を利用するのが最先端の

ようですが、本社も取材先も設備更新がそこまではま

だ進んでいないので、今でもボックスに設置されたマ

イクロ波送信設備や衛星中継車での送画のほか、バイ

ク便でテープやメモリなどの素材を送る原始的な方法

が使われています。

「内勤」は、「デスク」と「オンエア担当 D」「内勤

記者」で構成されています。「デスク」は、その日の

ニュース項目を構成・決定する権限があります。担当

デスクが、予定されていたニュース取材や発生した事

件・事故などから項目を決め、扱う長さも決定します。

場合によっては全国ニュースになることもあるので、

キー局との連絡調整などもデスクの仕事になります。

テレビのニュース枠は大きく分けて「朝 0700ニュー

ス」「昼 1130ニュース」「夕方ワイド」「夜ワイド」の

4回で、少し前までは午後の「355」や夜の「855」な

どのフラッシュニュースもありました。これらは基本

的に「全国ニュース」で、その中に「ローカルニュー

ス」が 3分から 5分設けられています。夕方ワイドで

は 5時ごろから 19時にかけて、全国ニュースの 20分

間を除く部分を在阪局で制作しているところが多いよ

うです。ウェブニュースの影響でニュース枠は徐々に

減りつつあります。

新聞と違って、テレビは締め切り時間が「ビデオ編

集」か「生中継」かで、大きく幅があります。ビデオ

編集ならば、遅くともニュース枠の 15分前ぐらいまで

には、本社の編集室に映像を送らねばなりません。送

画設備があるボックスや支局から送るには、そこに素

材を運ぶ必要がありますし、生中継をするためには、

当然中継車が現場についてセットアップする時間が必

要です。今でも現場にバイクや中継車をどう配置する

かが、ニュースデスクの重要な職能になっています。

昔に比べて段違いに準備が素早くなったとはいえ、

中継車の現場到着はニュース枠の 30分前がギリギリの

タイミングでしょう。車をアンカーで固定して屋根に

ついたパラボラアンテナを赤道上の通信衛星にロック

するのに、どんなに手際が良い技術者でも 10分近くは

かかるからです。

1.4 情報源としての考え方

新聞・テレビに「ニュース」や「トピックス」とし

て取り上げてもらうためには、単純に概要や説明だけ

を渡しただけでは、興味を持ってもらうことは難しい

でしょう。それが今ぜひとも取り扱うべき内容である

ことを、理解してもらわねばなりません。

先方はメディア運営者であって掲載内容の取捨選択

権限を持ってはいますが、同時に利用者に対して相応

の配信責任を負っているわけで、それなりに運営者も
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利用者も納得がいく“情報の十分な付加価値”が必要で

す。少なくとも「付加価値があるかのように装う」こ

とは求められます。

と同時に、情報リリースにあたっては、彼らに対す

る理解と敬意を持っていることが望ましいでしょう。

「教えたのだから扱ってくれ」と言わんばかりのニュー

スリリースが横行している中で、痒い所に手が届く手

際の良さと、欲しいツボを押さえた情報の飾りつけが

乗った広報文ならば、きっと食いつきがあるはずです。

メディア側の活動環境と業務処理を知ったうえで、

「好ましい情報源」として、受け取りやすい形で扱いや

すい情報を流すのが、より良い情報リリースになるで

しょう。

2 記者クラブ

2.1 記者クラブの役割

前出のとおり、日本の官公庁を含む情報リソースに

は多くの場合「記者クラブ」があります。名前から何だ

か親睦会のようにも見えますが、そうではなくて「広

報部門が一括して情報を流すための任意団体」のこと

です。記者クラブのほとんどが自律性・独立性を持っ

ていて、誰もが加入できるというものではありません。

欧米では「プレスルーム」はあっても、「プレスクラ

ブ」はほとんどありません。日本で取材を進めている

CNNや BBCやロイターなどは、日本の記者クラブ制

度の余りの閉鎖性に驚いています。

踏み込んでいえば、「記者クラブ以外には情報を渡さ

ない」などという日本の警察や役所の対応状況は、報

道の自由度の観点から考えると、「まるで北朝鮮か中国

のような後進性だ」と海外メディアからは見えるよう

です。例え小さな村のミニコミ誌であっても、事務局

に事前登録さえすれば、フランス大統領府の記者会見

には参加することが出来ます。

日本では記者クラブには、一定の条件を満たしてい

なければ加入することが出来ませんし、仮に条件を満

たしていても「一年間は仮登録として記者の人柄を見

る」なんていう、アムネスティが聞いたら卒倒しそう

な監査期間を設けるクラブもあります。ほとんどの記

者クラブでは「新聞協会に所属している新聞社・通信

社」「総務省認可の広域テレビ・ラジオ局」に会員資格

を限定しています。最近は外国メディアやウェブ TV

などから抗議が出てきたため、一定の利用者数を条件

として、「その他のマスメディア」などという、尺度の

曖昧な資格基準を追加するところも出てきたようです。

記者クラブが置かれているのは、主として官公庁で

すが、社会インフラとして重要な企業や団体にも設置

されています。関西電力なら「五月会」、鉄道各社合同

の「青灯クラブ」、航空各社と国交省航空局が共同の

「おおとりクラブ」などです。

これらはあくまで、「広報部門が情報を流す窓口」に

すぎず、それをどう利用・活用するかは、メディア側

の裁量になります。

例えば、ある河川で洪水が起きて流出家屋があり、

行方不明者が多数出たうえ、流された人々の中に死者

が出ている…という災害が起きたとします。

本社の報道デスクとしては、

1. 洪水が起きた県・市町村の役場　→　府庁クラブ・

県庁クラブ（被害状況）

2. 管轄警察　→　府警クラブ・県警クラブ（死傷者

の動向や数、傷病者の搬送先）

3. 国交省近畿地方整備局　→　近畿建設記者クラブ

（洪水の規模、道路・河川堤の被害状況と修復見

通し）

4. 鉄道各社　→　青灯クラブ（鉄道などの被害状況）

などのキャップに、当該情報の入手と本社への報告

を、指示しなければなりません。

それぞれの広報部署は、通常はクラブ対応のために

情報収集を始めているはずですが、てんやわんやで組

織の統一性を欠いていることもたまにあるため、キャッ

プが他社と調整して情報リリースの働きかけをするこ

ともあります。

30 年ほど前までは、気象情報が自由化されていな

かったため、気象庁にもクラブがありましたが、現在

は民間気象会社が気象庁のウェブサイトやアメダスな

どのデータを使って、ある程度自由な気象報道が出来

るようになったため、記者クラブは無くなりました。

地震や火山噴火などは、東京の気象庁が一元的に情報

を流すことになっているため、在京の気象庁記者クラ

ブが対応しています。

2.2 在阪の記者クラブ

近畿地区にも、結構な数の記者クラブがありますが、

まず大阪府に限定して、主なものを列挙します。
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1. 府政記者会＝大阪府庁、大阪府の発表事項や関連団

体（府議会や建設局など）が情報を流しています。

2. 大阪市政記者クラブ＝大阪市役所、大阪市と関連

団体

3. 大阪労農記者クラブ＝労働組合関係や労働委員会、

労働基準監督局などの情報

4. 大阪教育記者クラブ＝府教委・市教委など

5. 大阪府警記者クラブ＝大阪府警本部、府内の全所

轄情報

6. 大蔵記者クラブ＝国税の情報、脱税の大事件など

7. 近畿建設記者クラブ＝国交省管理の河川や湖沼、

ダムなどの情報

8. 司法記者クラブ＝大阪高等裁判所、地裁・家裁・

簡裁など裁判情報全て

9. 青灯クラブ＝ JR西日本本社内、JRだけでなく近

畿の鉄道全社も利用しています

10. 五月会＝関西電力内、関経連関係も

11. 大阪科学・大学記者クラブ＝大阪科学技術センター、

学術関係の情報や芸能関係

12. おおとり記者会＝伊丹空港内、国交省航空局と航

空各社の情報

13. 関西レジャー記者クラブ＝スポーツ紙に載るよう

なレジャー情報、旅行、イベント・ページェント

関係

これらのほかにも、沢山の記者クラブがありますが、

全部の記者クラブに別々の人物を配置することは、4大

紙でも無理で、大抵は一人の記者がいくつかのクラブ

を兼務しています。府・市・府警・司法などでの兼務

は余りないようですが、「市政・労農・教育」とか「府

政・建設」とか「青灯・おおとり」とかは新聞社でも

テレビでも、普通に兼務しています。兼務記者はそれ

ぞれメインのクラブの仕事を消化しながら、これらの

記者クラブを巡回して「大事な情報の抜け落ちがない

かな？」と探すわけです。

大阪だけでなく、京都や兵庫にも同様の「県庁記者

クラブ」「県警記者クラブ」「地裁記者クラブ」などが、

ほぼ同じ規模であります。これらはそれぞれの支局が

カバーすることになっていますが、当然ながら記者の

人数が大阪ほど多くないので、とんでもない数のクラ

ブ員を兼務せざるを得ないのが現実です。

それぞれの記者クラブは、対応相手である部署（大

阪府警なら府警広報、市政記者クラブなら大阪市総務

局行政課）に対して代表となる「幹事社」があります。

幹事社は持ち回りになっていて、クラブによって「３

か月おき」とか「半年おき」に変わります。テレビな

らチャンネル順とか新聞なら「朝毎読産」順とかです。

広報は、メディアとの交渉ごとを幹事社相手にすれば

良いわけで、手間が省けるのです。

例えば警察なら、誘拐事件が発生してメディアにそ

れを流されると捜査や被害者の安全に支障があると思

われる場合、記者クラブと警察広報が報道自粛の協定

（業界用語では“報道協定＝しばり”と言います）を結

んで、十分な捜査状況の情報提供を時々刻々と実施す

る代わりに、警察が事件解決と判断するまでは、記者

クラブ加盟各社が事件の報道を控えることがあります。

この交渉を記者クラブ全社に対して行う必要がなく、

広報は幹事社に「しばりをお願いしたいんだが」と切

り出せば良いわけです。

このシステムには、欧米で最も大切にされている「報

道の自由」に、深刻な制限を加えている恐れがあり、い

かにも「和を尊ぶ」日本的な面もある一方、ジャーナ

リズムとしては自殺行為ではないかという見方もあり

ます。

皇太子妃が小和田雅子さんに決定する少し前、旧華

族や有力企業の令嬢などが候補者として上がるたびに、

マスコミが限度を超えた取材合戦をかけ、うんざりし

た候補者らが相次いで「お断りします」と引きまくっ

たため、頭を抱えた宮内庁が記者クラブ以外のメディ

ア全体に「報道協定」を超えた統制を呼び掛けたこと

がありました。「和を尊ぶ」日本のマスコミ各社は、一

斉に取材を手控えたのですが、日本の記者クラブには

属していないアメリカのワシントンポストが「皇太子

妃は小和田雅子に決定」というスクープを報じ、日本

のマスコミ全体が自らの間抜けさ加減にショボーンと

なったものです。

2.3 「投げ込み」について

外部の団体や企業が、記者クラブに対して情報提供

することを「リリース」とか「投げ込み」と言います。

基本的にはどんな団体・企業でも、メディアに対して

情報提供することは自由なはずなのですが、全くの第

三者というか、その記者クラブに無関係な団体が情報

リリースをすることは極めて稀で、余り前例がありま
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せん。この辺りが、海外メディアから「記者クラブと

は何と閉鎖的な」と不審がられるところです。

「投げ込み」をするには、必ず「事前通告」が必要

です。規則はクラブによって異なりますが、一般的に

は投げ込み日の三日から四日前の１７時までに、投げ

込みの内容についての申し込み＝事前通告を文書でし

なければなりません。

事前通告は多くの場合ファクスか eメールかが義務

付けられていて、記者クラブの庶務（大抵はバイト学

生）電話番号あてに通告が届いたかどうかの連絡をし

て、「投げ込みをして頂いて結構です」という返事を庶

務か幹事社からもらえればOKです。電話連絡だけで

は不可とするところがほとんどだと思います。

例えば、劇団が公演予定や主宰者の記者会見予定な

どについて、大阪府警記者クラブに投げ込みの事前通

告をした場合、「？？？」となった庶務担当から「こちら

にはなじまない内容だと思います」と返事されたりと

か、幹事社が「ひょっとして、このネタなら〇〇クラ

ブのほうが良いんじゃないですか？」などとアドバイ

スしてくれたりします。

投げ込みされた「ニュースの材料」は、本社に送ら

れて「取材予定デスク」がその素材をニュースとして

取材するかどうかを判断します。もちろん、現場の記

者が本社に報告もせず、個人的に取材しに来てくれる

こともあるのですが、本社の編集局が知らないという

ことは、前提として紙面に反映される予定が決まって

いないということなので、突然現場から「こんな面白

いネタがありました」と報告があっても、紙面に反映

されるのは難しいと言えましょう。

一般的には、本社に集まってきた投げ込み＝「ニュー

スネタの予定」は、取材予定デスクが一元管理してい

て、紙面に反映するかどうか以前に「取材するかどう

か」の判断をし、先々のカレンダーに貼り付けて「取

材予定リスト」を作ります。その日その日の「取材予

定リスト」＝一覧表は全社内で共有され、整理部が紙

面を作りやすいようにするのです。

投げ込みは、マスコミ各社の「取材予定表」の中に、

その日の取材項目として取り上げられるための、最初

の一歩になるのです。

3 情報リリースの技術

3.1 直接郵送

情報提供は当然ながら、普通に新聞社など宛てに郵

便で送ることも可能です。関西放送記者クラブや関西

レジャー記者クラブに加盟している会社の「文化部取

材予定デスク御中」や「芸術担当記者御中」などと宛

名書きして送れば良いのですが、残念なことにこうい

う取材依頼の郵便物は圧倒的に量が多いので、余程の

こと（差出人が有力政治家や超有名俳優など）がない

限り、肝心の担当記者の目に止まることが期待できま

せん。

こういった「新聞社宛ての郵便物」は、取材予定を

組んでいるデスクかキャップクラスの記者が目を通す

ことになってはいますが、何せ毎日数十通以上はある

ために、作業が取捨選択ではなくて、「基本はゴミ箱直

行」というスタンスで行われているからです。

“重要な情報提供”とかの朱書きが表にあるので、何

だろう？と開けてみると、町内会の老人イベントへの

取材依頼だったりするわけで、デスクらは来る日も来

る日もこういう封筒を開けることに、うんざりしてい

るのです。

また、「しっかりした情報源なら、記者クラブにネタ

として流れるはずだ」という思い込みがあることも、

この取材予定デスクの郵便物開封作業を拒否型のスク

リーニングにしています。

3.2 記者クラブへの投げ込み

前章で書いた通り、そのイベント内容を主なフィー

ルドとして扱っている記者クラブへの情報提供が、マ

スコミ側にすれば最も心理的な抵抗がなく「記事ネタ

の候補として扱う」可能性が高いと言えます。例えば、

在阪劇団の公演予定や新しいイベント企画などを広報

するためには、「大阪科学・大学記者クラブ」や「関西

レジャー記者クラブ」、あるいは「関西放送記者クラ

ブ」などが親和性が高いので、投げ込みの効果で記事

掲載が期待できると言えましょう。

大阪以外でも、例えば京都のイベントスペースを使っ

ての公演なら、京都市役所クラブであるとか、京都府

政記者会であるとか、別途の投げ込みも大阪と並行し

て行うと、地元紙（京都新聞・KBS京都・αステーショ

ンなど）が好反応を示すと思われます。同様に、神戸

でイベントを行うなら在阪記者会に加えて、神戸市役

所クラブや兵庫県政記者会などにリリースすることが、

神戸新聞やKISSFMなどにも情報が流れて、集客効果

が上がるはずです。

「投げ込み＝リリース」の文書は、一般的には次の

ようなものです。

1. 日付（情報解禁日があるならば「〇月〇日〇時解

禁」と付記）

2. リリース主体社名

6



3. タイトル（リリース内容）

4. リード

5. 本記

6. 参考資料

7. リリース先記者クラブ（複数の記者クラブに投げ

込む場合）

8. 問い合わせ先＝責任者名・会社電話番号・eメー

ルアドレス・緊急電話番号

できれば A4サイズ 1枚に収まるのがベストです。

同じ情報が別のクラブにも流れる場合、前出の「記

者クラブへの投げ込み事前通告」の際にも、その「同

じリリースが流れる記者クラブ一覧」を事前通告の文

書に含めておく必要があります。というのは、「いった

いどのボックスがこのネタを担当するか」が、社によっ

て異なるためです。もちろん、その日の忙しさの違い

で本記の担当が変わることもあります。

いずれにせよ、本社の取材予定デスクが「複数のボッ

クスが同じネタを追いかけている」ことを避ける配慮

が出来るように、事前にリリース先の一覧を渡してお

くと、「行き届いた情報源だ」との印象を与えることが

出来るはずです。

「投げ込み」そのものは、事前通告した予定当日に、

原則として記者クラブに直接赴き、各社のボックスに

「リリース文書」を一部ずつ配布して回ります。場合に

よっては、記者側から「本社用にもう一部下さい」な

どと言われることもあります。

記者が複数名駐在しているような社もあるので、記

者クラブの加盟社数に加えて、同数程度の刷り増しを

しておき、庶務席の近くの「リリース置き場」がある

はずなので、そこに積み上げて置きます。必要な社が

あれば、そこからご自由にお持ちください、というわ

けです。

「投げ込み」は、クラブに所属している記者らと、

直接顔を合わせて挨拶出来る機会です。名刺交換して

おくのも後々必ず役に立ちますし、会話することで交

際のきっかけが出来ます。直接の頼みごとや相談など

が出来るような信頼関係を、普段から記者クラブに顔

を出して築いておくことが大切です。

3.3 イベント招待

これは現在でも「関係者招待」として行われてはい

ますが、事前にマスコミのどこかと交渉して「記事掲

載と引き換えに関係者を招待」という勧誘を行うこと

は、PRに効果があります。この場合、当然ながら「独

占排他的なスタンス」を与えることが最も強烈で、相

手の興味も一律全社に招待が行くよりも、熱心になっ

てくれる可能性が上がります。

また、ゲネプロや稽古風景から取材を受けて、「舞台

が出来上がるまでをドキュメンタリーにしてもらえな

いか」という形のアプローチも可能です。

こういった話は、記者との日常的な信頼関係が構築

されていなければ、なかなか飛び込みで持ちかけても、

良い反応が得られるとは限りません。

記者との強いつながりを、普段から「記者クラブ廻

り」などで培養しておくことが、プロデューサーや劇

団主宰者には、重要と思われます。

3.4 独占企画

前出のような招待企画だけでなく、ある 1社に何ら

かの取材上での付加価値を独占排他的に与え、情報提

供を許す方法があります。例えば、何らかのイベントの

実施期日だけでは独占情報としてインパクトが薄い場

合、主なタレントの成長過程や公演企画から公演実施

までの舞台裏を、取材対象として提示する、などです。

興味を持った社が大きなアドバンスを得る一方、その

他の社との信頼関係には距離感が出てしまうため、記

者クラブ全体に対して、平素から十分な地盤培養行為

を行ってから、独占企画を持ちかけるべきと言えます。

3.5 編集部訪問

スポーツ紙がよくやる方法で、「タレントの編集部訪

問」があります。ほとんどの場合が、美麗な若い女性

タレントで、特にグラビア系・モデル系は大歓迎され

ます。

もちろん、訪問には「〇〇日にDVD発売」とか「写

真集が完成」などの宣伝材料があるわけで、単なる自

己紹介だけでは大きく紙面を割いてはもらえません。

こういう企画は、記者クラブへの投げ込みでは難し

く、直接文化面担当記者と話し合って日時調整をして

おく必要があります。そのためにも、記者クラブとは

日常的な信頼関係を醸成しておかねばなりません。
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3.6 記者会見の設定

大きな出来事やイベントならば、投げ込みだけでな

く、記者会見を設定することも効果があります。手順

は投げ込みと同様に、記者会見で集まって欲しい対象

の記者クラブに対して、「〇月〇日〇〇時に、××で記

者会見」という事前通告をして、その内容をネタバレ

しない程度の説明を加えて、リリースしておけば OK

です。

4 広報対応と取材現場

4.1 取材メディアと広報

報道リリースを行なうのは、多くの場合私人ではな

くて企業か団体ですから、メディア側が誰に問い合わ

せをすれば良いのかを、相手に知らせておく必要があ

ります。

部署を特に置いていない場合には、「広報担当者」で

も構いません。

ただ、緊急の連絡にも対応しなければならないケー

スもあるので、複数の問い合わせ先を持っていたほう

が良いでしょう。

紙面を印刷し始める寸前に、記事の内容で確認した

いことが出てきた場合など、記者がどこに連絡すれば

確実かを知っている必要があるからです。

取材陣と広報は、対立しあう間柄ではなくて、報道

を一緒に進める仲間だ、と先方にも思わせ、自分たち

もそう認識することが、円滑な情報リリースのカギと

なります。

4.2 情報リリースの意味

情報リリースは、特にエンターテイメントの世界で

は、大きな市場を押さえることが、純粋に作品の質が

良い場合でさえ難しくなっている今、極めて重要かつ

有効な市場開拓手段です。既出のように、リリースの

手順や取材陣の組織構造が複雑で煩雑ですが、十分に

理解して対応すれば、大きな宣伝効果と事業拡大の可

能性を広げることが出来るでしょう。
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